
＜利用料金表・介護負担割合証１割の方＞ 

●介護給付の方（１日あたり）【6時間以上 7時間未満】 

①  9：30 ～ 15：40  

② 10：00 ～ 16：10 

 

 

 

 

 

 

 

★自己負担分★ 

食事代（一日当たり） ６３０ 円 

その他レク費 

 

●総合事業の方【4時間以上】 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ３８６×利用回数 

4 回以上 １，６７９ 

要支援２ 
７回以下 ３９７×利用回数 

８回以上 ３，４４１ 

★自己負担★ 

・食事代（一日当たり） ６３０ 円 

・その他レク費 

 

 

※介護負担割合証に「２割」又は「3 割」と記載のある方は別紙をご確認ください。 

※総合事業の方で、ケアハウスユーアンドアイ居住の方は、別紙ご確認ください。 

※短時間をご利用の方は別紙ご確認ください。 

※料金は一か月まとめての計算となりますので、端数が変わることがあります。 
※センターで使用されたリハパン、パットは有料です。できるだけお持ち込みをお願いします。 

≪ご連絡先≫ 社会福祉法人 桂和会 桂和会デイサービスセンター 

         札幌市豊平区平岸８条１２丁目３番２０号 

電話番号   （０１１）８１３－８８８１ 

ファックス番号（０１１）８１３－８９００ 

担当 ： 生活相談員  三村 后穂 

ご相談ご質問などございましたら、お気軽にお声かけください。 

要介護度 利用料 

要介護１ ５８３ 円 

要介護２ ６８９ 円 

要介護３ ７９５ 円 

要介護４ ９０１ 円 

要介護５ １，００７ 円 

☆各種加算☆ 

・入浴介助加算         5１円 

・個別機能訓練加算Ⅱ      ５７円 

・認知症加算          ６１円     

・サービス提供体制加算Ⅰイ   １９円 

・同一建物の送迎減算     －９６円 

・介護送迎減算        －４８円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ  

所定の単位数に５．９％の加算を加える 

・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

   所定の単位数に１．２％の加算を加える 

★入浴介助加算は、入浴された時対象となります。 

 

〇総合事業自己負担、各種加算〇 

☆各種加算☆ 

・運動機能向上訓練加算   229円 

・サービス提供体制加算Ⅰイ 要支援 1 73 円  

要支援２ 146円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ  

所定の単位数に５．９％の加算を加える 

・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 

所定の単位数に１．２％の加算を加える 



＜利用料金表・介護給付ご利用の方＞（2 割・3 割） 

★自己負担割合証 2割の方★ 

・６時間以上 7 時間未満 

 

 

 

 

 

 

 

・4 時間以上 5時間未満 

 

 

 

 

 

 

 

★自己負担割合証 3割の方★ 

・６時間以上 7 時間未満 

 

 

 

 

 

 

 

・４時間以上５時間未満 

要介護度 利用料 

要介護１ １，１６２ 円 

要介護２ １，３３３ 円 

要介護３ １，５０６ 円 

要介護４ １，６７７ 円 

要介護５ １，８５０ 円 

 

※料金は一か月まとめての計算となりますので、端数が変わることがあります。 

※センターで使用されたリハパン、パットは有料です。できるだけお持ち込みをお願いします。 

≪ご連絡先≫ 社会福祉法人 桂和会 桂和会デイサービスセンター  

札幌市豊平区平岸８条１２丁目３番２０号 

Tel（０１１）８１３－８８８１ Fax（０１１）８１３－８９００ 

ご相談ご質問などございましたら、お気軽にお声かけください。 

要介護度 利用料 

要介護１ １，１６６ 円 

要介護２ １，３７７ 円 

要介護３ １，５９０ 円 

要介護４ １，８０１ 円 

要介護５ ２，０１４ 円 

要介護度 利用料 

要介護１   ７７５ 円 

要介護２   ８８９ 円 

要介護３ １，００４ 円 

要介護４ １，１１８ 円 

要介護５ １，２３３ 円 

要介護度 利用料 

要介護１ １，７４９ 円 

要介護２ ２，０６６ 円 

要介護３ ２，３８５ 円 

要介護４ ２，７０２ 円 

要介護５ ３，０２１ 円 

★自己負担分★ 

 食事代（一日当たり）    ６３０円 

 その他レク費 

☆各種加算☆ 

・入浴介助加算        １０２円 

・個別機能訓練加算Ⅱ     １１４円 

・認知症加算         １２２円  

・サービス提供体制加算Ⅰイ   ３７円 

・同一建物の送迎減算    －１９１円  

・介護送迎減算       － ９６円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ  

所定の単位数に５．９％の加算を加える 

・介護職員等特定処遇改善加算 

 所定の単位数に１．２％の加算を加える。 

★入浴介助加算は、入浴された時のみ対象。 

★自己負担分★ 

食事代（一日当たり）    ６３０円 

その他レク費 

☆各種加算☆ 

・入浴介助加算        １５３円 

・個別機能訓練加算Ⅱ     １７１円 

・認知症加算         １８３円 

・サービス提供体制加算Ⅰイ   ５５円 

・同一建物の送迎減算    －２８６円  

・介護送迎減算       －１４３円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ  

所定の単位数に５．９％の加算を加える。 

・介護職員等特定処遇改善加算 

 所定の単位数に１．２％の加算を加える。 

★入浴介助加算は、入浴された時のみ対象。 



＜利用料金表・総合事業ご利用の方＞（1 割） 
 

① 総合事業該当の方 4時間以上 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ３８６×利用回数 

4 回以上 １，６７９ 

要支援２ 
７回以下 ３９７×利用回数 

８回以上 ３，４４１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご連絡先≫ 社会福祉法人 桂和会 桂和会デイサービスセンター 

札幌市豊平区平岸８条１２丁目３番２０号 

Tel（０１１）８１３－８８８１ 

 Fax（０１１）８１３－８９００ 

ご相談ご質問などございましたら、お気軽にお声かけください。 

〇総合事業 自己負担〇 

・食事代（一日当たり）     630 円 

・その他レク費 

 

〇総合事業 各種加算〇 

・運動機能向上訓練加算     229 円 

・サービス提供体制加算Ⅰイ  

要支援 1   73 円 

 要支援２  146円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ 

所定の単位数に５．９％の加算を加える。 

・介護職員等特定処遇改善加算 

 所定の単位数に１．２％の加算を加える。 

② 総合事業の方 4 時間未満 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ３３５×利用回数 

4 回以上 １，３４０ 

要支援２ 
７回以下 ３４３×利用回数 

８回以上 ２，７４７ 

 
③ 総合事業兼ケアハウスユーアンドアイに

居住の方 4 時間以上 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ２９０×利用回数 

4 回以上 １，２９７ 

要支援２ 
７回以下 ３０２×利用回数 

８回以上 ２，６７８ 

 
④ 総合事業兼ケアハウスユーアンドアイに 

居住の方４時間未満 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ２４０×利用回数 

4 回以上 ９５９ 

要支援２ 
７回以下 ２４８×利用回数 

８回以上 １，９８５ 

 

※ご利用料金は一か月まとめての計算となり

ますので、端数が変わることがあります。 

※センターで使用されたリハパン、パットは

有料です。できるだけお持ち込みをお願い

します。 

※ご自分がどこに該当するか等不明な点がご

ざいましたら、遠慮なくお問い合わせくだ

さい。 

 



＜利用料金表・総合事業、予防給付ご利用の方＞（２割） 
 

① 総合事業該当の方 4時間以上 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ７７１×利用回数 

4 回以上 ３，３５７ 

要支援２ 
７回以下 ７９３×利用回数 

８回以上 ６，８８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご連絡先≫ 社会福祉法人 桂和会 桂和会デイサービスセンター 

札幌市豊平区平岸８条１２丁目３番２０号 

Tel（０１１）８１３－８８８１ 

 Fax（０１１）８１３－８９００ 

ご相談ご質問などございましたら、お気軽にお声かけください。 

 

〇総合事業 自己負担〇 

・食事代（一日当たり）    ６３０円      

・その他レク費 

 

○総合事業 各種加算○ 

・運動機能向上訓練加算    ４５７円 

・サービス提供体制加算Ⅰイ  

要支援 1 １４６円  

要支援２ ２９２円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ   

所定の単位数に５．９％の加算を加える。 

・介護職員等特定処遇改善加算 

 所定の単位数に１．２％の加算を加える。 

 

② 総合事業の方 4 時間未満 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ６７０×利用回数 

4 回以上 ２，６７９ 

要支援２ 
７回以下 ６８６×利用回数 

８回以上 ５，４９４ 

 
③ 総合事業兼ケアハウスユーアンドアイに

居住の方 4 時間以上 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ５８０×利用回数 

4 回以上 ２，５９４ 

要支援２ 
７回以下 ６０３×利用回数 

８回以上 ５，３５６ 

 
④総合事業兼ケアハウスユーアンドアイに 

居住の方４時間未満 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ４７９×利用回数 

4 回以上 １，９１７ 

要支援２ 
７回以下 ４９５×利用回数 

８回以上 ３，９６９ 

 

※ご利用料金は一か月まとめての計算となり

ますので、端数が変わることがあります。 

※センターで使用されたリハパン、パットは

有料です。できるだけお持ち込みをお願い

します。 

※ご自分がどこに該当するか等不明な点がご

ざいましたら、遠慮なくお問い合わせくだ

さい。 

 



＜利用料金表・総合事業、予防給付ご利用の方＞（３割） 
 

② 総合事業該当の方 4時間以上 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 １，１５６×利用回数 

4 回以上 ５，０３５ 

要支援２ 
７回以下 １，１９０×利用回数 

８回以上 １０，３２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ご連絡先≫ 社会福祉法人 桂和会 桂和会デイサービスセンター 

札幌市豊平区平岸８条１２丁目３番２０号 

Tel（０１１）８１３－８８８１ 

 Fax（０１１）８１３－８９００ 

ご相談ご質問などございましたら、お気軽にお声かけください。 

 

〇総合事業 自己負担〇 

・食事代（一日当たり）   ６３０円      

・その他レク費 

 

○総合事業 各種加算○ 

・運動機能向上訓練加算   ６８５円 

・サービス提供体制加算Ⅰイ  

要支援 1  ２１９円 

要支援２  ４３８円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ   

所定の単位数に５．９％の加算を加える 

・介護職員等特定処遇改善加算 

 所定の単位数に１．２％の加算を加える 

 

③ 総合事業の方 4 時間未満 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 １，００４×利用回数 

4 回以上 ４，０１９ 

要支援２ 
７回以下 １，０２９×利用回数 

８回以上 ８，２４１ 

 ④ 総合事業兼ケアハウスユーアンドアイに 

居住の方 4 時間以上 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ８７０×利用回数 

4 回以上 ３，８９１ 

要支援２ 
７回以下 ９０４×利用回数 

８回以上 ８，０３４ 

 
④ 総合事業兼ケアハウスユーアンドアイに 

居住の方４時間未満 

要介護度 
1 ヵ月の

利用回数 
利用料 

要支援１ 
3 回以下 ７１８×利用回数 

4 回以上 ２，８７５ 

要支援２ 
７回以下 ７４３×利用回数 

８回以上 ５，９５３ 

 

※ご利用料金は一か月まとめての計算となり

ますので、端数が変わることがあります。 

※センターで使用されたリハパン、パットは

有料です。できるだけお持ち込みをお願い

します。 

※ご自分がどこに該当するか等不明な点がご

ざいましたら、遠慮なくお問い合わせくだ

さい。 

 


