
【短期入所生活介護】　単独型 【1割】

第１段階 第２段階 第３段階

従来型個室 ¥551 ¥1,600 ¥1,600 ¥3,751 ¥1,171 ¥1,361 ¥2,021

多床室 ¥551 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,151 ¥851 ¥1,311 ¥1,571

従来型個室 ¥663 ¥1,600 ¥1,600 ¥3,863 ¥1,283 ¥1,473 ¥2,133

多床室 ¥663 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,263 ¥963 ¥1,423 ¥1,683

従来型個室 ¥743 ¥1,600 ¥1,600 ¥3,943 ¥1,363 ¥1,553 ¥2,213

多床室 ¥743 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,343 ¥1,043 ¥1,503 ¥1,763

従来型個室 ¥818 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,018 ¥1,438 ¥1,628 ¥2,288

多床室 ¥818 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,418 ¥1,118 ¥1,578 ¥1,838

従来型個室 ¥896 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,096 ¥1,516 ¥1,706 ¥2,366

多床室 ¥896 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,496 ¥1,196 ¥1,656 ¥1,916

従来型個室 ¥971 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,171 ¥1,591 ¥1,781 ¥2,441

多床室 ¥971 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,571 ¥1,271 ¥1,731 ¥1,991

従来型個室 ¥1,046 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,246 ¥1,666 ¥1,856 ¥2,516

多床室 ¥1,046 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,646 ¥1,346 ¥1,806 ¥2,066

居室 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（通常）

従来型個室 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,600

多床室 ¥0 ¥370 ¥370 ¥1,000

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,600

※H２７年８月から介護保険証（被保険者証）の他に「介護保険負担割合証」も確認させて頂きます。

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護５

要介護４

要介護３

＜特定入所者介護サービス費＞

ショートステイ会津みどりホーム　利用料金表　〔令和２年９月１日～〕

　下記の特定入所者サービス費に該当される方は食費・滞在費が各段階の料金に減額になります。

滞在費

食費

 

１日当たりの料金合計
（１日）
第４段階

区分
介護サービス費

（1割）
食費 滞在費



【短期入所生活介護】　単独型 【2割】

第１段階 第２段階 第３段階

従来型個室 ¥1,101 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,301

多床室 ¥1,101 ¥1,600 ¥1,000 ¥3,701

従来型個室 ¥1,485 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,685

多床室 ¥1,485 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,085

従来型個室 ¥1,485 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,685

多床室 ¥1,485 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,085

従来型個室 ¥1,634 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,834

多床室 ¥1,634 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,234

従来型個室 ¥1,792 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,992

多床室 ¥1,792 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,392

従来型個室 ¥1,943 ¥1,600 ¥1,600 ¥5,143

多床室 ¥1,943 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,543

従来型個室 ¥2,091 ¥1,600 ¥1,600 ¥5,291

多床室 ¥2,091 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,691

居室 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（通常）

従来型個室 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,600

多床室 ¥0 ¥370 ¥370 ¥1,000

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,600

※H２７年８月から介護保険証（被保険者証）の他に「介護保険負担割合証」も確認させて頂きます。

要介護５

　下記の特定入所者サービス費に該当される方は食費・滞在費が各段階の料金に減額になります。

＜特定入所者介護サービス費＞

滞在費

食費

※所得や世帯の状況に応じて、食費と滞在費の自己負担額に上限が設けられます。

要介護４

ショートステイ会津みどりホーム　利用料金表　〔令和２年９月１日～〕

区分
介護サービス費

（2割）
食費 滞在費

合計
（１日）
第４段階

１日当たりの料金

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３



【短期入所生活介護】　単独型 【3割】

第１段階 第２段階 第３段階

従来型個室 ¥1,652 ¥1,600 ¥1,600 ¥4,852

多床室 ¥1,652 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,252

従来型個室 ¥2,028 ¥1,600 ¥1,600 ¥5,228

多床室 ¥2,028 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,628

従来型個室 ¥2,228 ¥1,600 ¥1,600 ¥5,428

多床室 ¥2,228 ¥1,600 ¥1,000 ¥4,828

従来型個室 ¥2,454 ¥1,600 ¥1,600 ¥5,654

多床室 ¥2,454 ¥1,600 ¥1,000 ¥5,054

従来型個室 ¥2,687 ¥1,600 ¥1,600 ¥5,887

多床室 ¥2,687 ¥1,600 ¥1,000 ¥5,287

従来型個室 ¥2,914 ¥1,600 ¥1,600 ¥6,114

多床室 ¥2,914 ¥1,600 ¥1,000 ¥5,514

従来型個室 ¥3,137 ¥1,600 ¥1,600 ¥6,337

多床室 ¥3,137 ¥1,600 ¥1,000 ¥5,737

居室 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階（通常）

従来型個室 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,600

多床室 ¥0 ¥370 ¥370 ¥1,000

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,600

※H２７年８月から介護保険証（被保険者証）の他に「介護保険負担割合証」も確認させて頂きます。

要介護５

　下記の特定入所者サービス費に該当される方は食費・滞在費が各段階の料金に減額になります。

＜特定入所者介護サービス費＞

滞在費

食費

※所得や世帯の状況に応じて、食費と滞在費の自己負担額に上限が設けられます。

要介護４

ショートステイ会津みどりホーム　利用料金表　〔令和２年９月１日～〕

区分
介護サービス費

（３割）
食費 滞在費

合計
（１日）
第４段階

１日当たりの料金

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３


