
平成２７年４月から、介護報酬改定に伴い、各種サービスの料金が変わりました。

○示してある金額は自己負担額１割（※）の目安です。実際の料金は利用する時間や時間帯、サービス内容、地域などによって

異なる場合があります。

○時間帯やサービス体制等により加算がつく場合があります。

※平成27年８月から、一定以上の所得がある人は２割負担となります。

＜訪問・通所・短期入所サービス＞　要介護１～５の方

サービスの種類 サービスの内容等 備考 利用者負担額

入浴、排せつ、食事などの「身体介護」中心 ３０分以上１時間未満の場合 ３９７円

調理、洗濯、掃除などの「生活援助」中心
２０分以上４５分未満の場合 １８７円

通院などの車の乗降の介助 １回あたり ９９円

訪問入浴介護
介護職員と看護職員が、利用者の自宅に浴槽を
持ち込み行う入浴のサービス

１回あたり １，２６０円

訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を
訪問して行うリハビリテーション

１回あたり ３０８円

指定訪問看護ステーション
※３０分以上１時間未満

８３１円

病院・診療所の訪問看護
※３０分以上１時間未満

５７９円

在宅総合診療対象者
（※医師の場合）
１回あたり

２９２円

それ以外の人
（※医師の場合）
１回あたり

５０３円

通常規模型施設で
５時間以上７時間未満
※【要介護１】１日あたり

５８０円

※【要介護５】１日あたり １，００２円

通常規模型施設で
４時間以上６時間未満
※【要介護１】１日あたり

５６９円

※【要介護５】１日あたり １，００１円

単独型施設で従来型個室利用
※【要介護１】１日あたり

６２９円

単独型施設で従来型個室利用
※【要介護５】１日あたり

９００円

介護老人保健施設（単独型）で
従来型個室利用
※【要介護１】１日あたり

７６１円

介護老人保健施設（単独型）で
従来型個室利用
※【要介護５】１日あたり

９７３円

訪問介護
（ホームヘルプサービス）

看護師などが利用者の自宅を訪問して行う、療養
生活上の世話や診療の補助

訪問看護

通院が困難な利用者の自宅に、医師や歯科医師、
薬剤師などが訪問して行う療養上の管理や指導

居宅療養管理指導

デイサービスセンターなどに通い、入浴、排せつ、
食事などの日常生活の世話や機能訓練などを
日帰りで行うサービス

通所介護
（デイサービス）

介護老人保健施設や医療機関などに通い、食事、
入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで行う
サービス

通所リハビリテーション
（デイケア）

短期入所生活介護
（福祉施設のショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所し、入浴、排せ
つ、食事などの日常生活の世話や機能訓練などを行
うサービス

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短
期間入所し、リハビリテーションなど医療サービスが重
視されている

短期入所療養介護
（医療施設のショートステイ）



＜訪問・通所サービス＞　要支援１、２の方

サービスの種類 サービスの内容等 備考 利用者負担額

介護予防訪問介護
（ホームヘルプサービス）

利用者が自力では困難な行為について、ホーム
ヘルパーが自宅を訪問して行うサービス

週１回程度の利用で１ヶ月あたり １，１９３円

介護予防訪問入浴介護
疾病その他やむを得ない理由により、入浴の介護
が必要なときに行うサービス

１回あたり ８５２円

介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に
訪問を受けて行う、短期集中的なリハビリテーション

１回あたり ３０８円

指定訪問看護ステーション
※３０分以上１時間未満

８３１円

病院・診療所の訪問看護
※３０分以上１時間未満

５７９円

在宅総合診療対象者
（※医師の場合）
１回あたり

２９２円

それ以外の人
（※医師の場合）
１回あたり

５０３円

※【要支援１の方】１ヶ月あたり １，６７０円

※【要支援２の方】１ヶ月あたり ３，４２５円

※【要支援１の方】１ヶ月あたり １，８４３円

※【要支援２の方】１ヶ月あたり ３，７７９円

単独型施設で従来型個室利用
※【要支援１】１日あたり

４６８円

単独型施設で従来型個室利用
※【要支援２】１日あたり

５８０円

介護老人保健施設（単独型）で
従来型個室利用
※【要支援１】１日あたり

５８３円

介護老人保健施設（単独型）で
従来型個室利用
※【要支援２】１日あたり

７２６円

介護予防訪問看護
看護師などが利用者の自宅を訪問して行う、療養
生活上の世話や診療の補助

通院が困難な利用者の自宅に、医師や歯科医師、
薬剤師などが訪問して行う療養上の管理や指導

介護予防居宅療養管理指導

デイサービスセンターなどに通い、入浴、排せつ、
食事などの日常生活の世話や機能訓練などを
日帰りで行うサービス

介護老人保健施設や医療機関などに通い、食事、
入浴などの支援やリハビリテーションを日帰りで行う
サービス

介護予防通所介護
（デイサービス）

介護予防通所リハビリテーション
（デイケア）

介護予防短期入所生活介護
（福祉施設のショートステイ）

介護老人保健施設などに短期間入所し、入浴、排せ
つ、食事などの日常生活の世話や機能訓練などを行
うサービス

介護予防短期入所療養介護
（医療施設のショートステイ）

介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短
期間入所し、リハビリテーションなど医療サービスが重
視されている



＜地域密着型サービス＞　要介護１～５の方

サービスの種類 サービスの内容等 備考 利用者負担額

訪問看護サービスの利用
※【要介護１】１ヶ月あたり

８，４２９円

訪問看護サービスの利用
※【要介護５】１ヶ月あたり

３０，０１７円

オペレーションセンターサービス有り
※１ヶ月あたり

１，００２円

オペレーションセンターサービス無し
※１ヶ月あたり

２，７２３円

※【要介護１】１ヶ月あたり １０，４９６円

※【要介護５】１ヶ月あたり ２７，３０６円

単独型施設で５時間以上７時間未満
※【要介護１】１日あたり

８８０円

単独型施設で５時間以上７時間未満
※【要介護５】１日あたり

１，２５７円

※【要介護１】１日あたり ７７０円

※【要介護５】１日あたり ８６４円

※【要介護１】１日あたり ５４１円

※【要介護５】１日あたり ８１０円

従来型個室の場合
※【要介護１】１日あたり

５５５円

従来型個室の場合
※【要介護５】１日あたり

８２６円

※【要介護１】１ヶ月あたり １３，５６８円

※【要介護５】１ヶ月あたり ３２，６８８円

＜地域密着型サービス＞　要支援１、２の方

サービスの種類 サービスの内容等 備考 利用者負担額

※【要支援１】１ヶ月あたり ３，４６１円

※【要介護２】１ヶ月あたり ６，９９４円

単独型施設で５時間以上７時間未満
※【要支援１】１日あたり

７６２円

単独型施設で５時間以上７時間未満
※【要支援２】１日あたり

８５１円

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

認知症高齢者が共同生活する住居で、日常生活上の
世話や機能訓練などを行うサービス

※【要支援２のみ】１日あたり ７６６円

介護予防小規模多機能型居宅介護
「通所」を中心に「訪問」や「宿泊」を組み合わせた
多機能なサービス

介護予防認知症対応型通所介護
デイサービスを行う施設で、認知症高齢者に対して日
常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を２４
時間受けられるサービス

夜間に随時、定期巡回や通報に対応したサービス夜間対応型訪問介護

小規模多機能型居宅介護
「通所」を中心に「訪問」や「宿泊」を組み合わせた
多機能なサービス

デイサービスを行う施設で、認知症高齢者に対して日
常生活上の世話や機能訓練などを行うサービス

認知症対応型通所介護

複合型サービス
小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わ
せて、通所、訪問、短期間の宿泊で介護や医療、看護
のケア等を行うサービス

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

認知症高齢者が共同生活する住居で、日常生活上の
世話や機能訓練などを行うサービス

地域密着型特定施設入居者生活介護
入居定員が３０人未満の介護専用型特定施設で、日
常生活上の世話などを行うサービス

地域密着型介護福祉施設入所者生活
介護
（地域密着型特別養護老人ホーム）

入居定員が３０人未満の介護老人福祉施設で、日常
生活上の世話などを行うサービス



＜施設サービス＞　要介護１～５の方

サービスの種類 サービスの内容等 備考 利用者負担額

従来型個室の場合
※【要介護１】１日あたり

５５５円

従来型個室の場合
※【要介護５】１日あたり

８２６円

従来型個室の場合
※【要介護１】１日あたり

７０５円

従来型個室の場合
※【要介護５】１日あたり

９１７円

従来型個室の場合
※【要介護１】１日あたり

６５０円

従来型個室の場合
※【要介護５】１日あたり

１，１６３円

（注１）要支援と認定された方は、施設サービスは利用できません。

（注２）上記の施設サービスを利用された場合は、その他に日常生活費、居住費、食費等が必要で原則自己負担となっております。

　　ただし、入居者本人及び同一世帯員が市県民税の非課税対象者の場合は、居住費・食費の負担を低く抑えられる軽減制度があります。

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

常時介護が必要で、居宅での生活が困難な人が入所
し、日常生活の支援や介護を行うサービス

介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅生活に復帰できるよう、
リハビリテーションを中心としたサービス

介護療養型医療施設
（療養病床など）

急性期の治療を終え、長期療養が必要な人に対し、
医療、看護、介護、リハビリテーションを行うサービス


