
＜時間帯①＞

ご利用の時間帯

0.5h ¥235

1h ¥408

1.5h ¥591

2h ¥667

2.5h ¥744

3h ¥820

3.5h ¥891

4h ¥962

4.5h ¥1,034

5h ¥1,105

5.5h ¥1,176

6h ¥1,247

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

＜時間帯②＞

ご利用の時間帯

0.5h ¥294

1h ¥509

1.5h ¥738

2h ¥834

2.5h ¥930

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

　　※ご注意

　　・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

　　・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

　　・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも

　　　一日の利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

　　・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

　　・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

　　・上記金額は北海道石狩保健福祉事務所提供の資料等を基に算出しております。

　　　　　　　　特定非営利活動法人　ひなた
Tel : 011-669-3011

Fax : 011-669-3012

ご負担額

8:00 ～ 18:00

ご負担額

ご利用のサービス

移動支援（身体介護有り）

移動支援（身体介護有り）

ご利用のサービス

6:00～8:00 , 18:00 ～ 22:00



＜時間帯①＞

ご利用の時間帯

0.5h ¥82

1h ¥153

1.5h ¥229

2h ¥301

2.5h ¥372

3h ¥443

3.5h ¥514

4h ¥586

4.5h ¥657

5h ¥728

5.5h ¥800

6h ¥871

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

＜時間帯②＞

ご利用の時間帯

0.5h ¥102

1h ¥192

1.5h ¥286

2h ¥376

2.5h ¥465

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

　　※ご注意

　　・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

　　・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

　　・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも

　　　一日の利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

　　・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

　　・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

0

　　　　　　　　特定非営利活動法人　ひなた
Tel : 011-669-3011

Fax : 011-669-3012

ご負担額

8:00 ～ 18:00

ご負担額

ご利用のサービス

移動支援（身体介護無し）

移動支援（身体介護無し）

ご利用のサービス

6:00～8:00 , 18:00 ～ 22:00



＜時間帯①＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯

区分

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥260 ¥26 ¥35 ¥250 ¥50 ¥67

1h ¥412 ¥41 ¥56 ¥395 ¥79 ¥105

1.5h ¥598 ¥59 ¥81 ¥575 ¥114 ¥152

2h ¥682 ¥69 ¥93 ¥656 ¥131 ¥174

2.5h ¥767 ¥77 ¥104 ¥737 ¥147 ¥196

3h ¥851 ¥85 ¥115 ¥819 ¥163 ¥217

3.5h ¥936 ¥93 ¥127 ¥900 ¥180 ¥239

4h ¥1,020 ¥102 ¥139 ¥982 ¥196 ¥260

4.5h ¥1,105 ¥110 ¥150 ¥1,063 ¥212 ¥282

5h ¥1,189 ¥118 ¥161 ¥1,145 ¥228 ¥304

5.5h ¥1,274 ¥128 ¥172 ¥1,226 ¥245 ¥325

6h ¥1,358 ¥136 ¥184 ¥1,308 ¥261 ¥347

＜時間帯②＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯

区分

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥325 ¥32 ¥44 ¥312 ¥62 ¥83

1h ¥514 ¥51 ¥70 ¥494 ¥99 ¥132

1.5h ¥748 ¥75 ¥101 ¥718 ¥144 ¥191

2h ¥853 ¥85 ¥115 ¥820 ¥164 ¥217

2.5h ¥958 ¥96 ¥130 ¥922 ¥185 ¥245

　　※ご注意

・その他の各種加算

8:00 ～ 18:00
身体介護、通院介助（身体介護を伴う）

改正後改正前

改正後改正前
6:00～8:00 , 18:00 ～ 22:00

身体介護、通院介助（身体介護を伴う）

・身体介護、通院介助については、利用単価の増減はありません。

・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の

　利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

居宅介護サービスのご利用負担額表

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

　　　緊急時対応加算、初回加算

ご負担額

・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

　については、いずれも随時加算となっております。

*処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

ご負担額

*特定事業所加算とは、特定の条件を満たした、事業所に支払われる加算です。

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。



＜時間帯①＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯
新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥107 ¥11 ¥15 ¥103 ¥21 ¥28

1h ¥200 ¥20 ¥27 ¥193 ¥38 ¥51

1.5h ¥279 ¥28 ¥38 ¥269 ¥53 ¥72

2h ¥351 ¥35 ¥47 ¥337 ¥68 ¥90

2.5h ¥422 ¥42 ¥57 ¥406 ¥81 ¥107

3h ¥493 ¥49 ¥67 ¥474 ¥95 ¥126

3.5h ¥564 ¥56 ¥77 ¥542 ¥108 ¥144

4h ¥636 ¥64 ¥86 ¥818 ¥122 ¥162

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

＜時間帯②＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯
新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥134 ¥14 ¥19 ¥129 ¥26 ¥34

1h ¥250 ¥25 ¥34 ¥241 ¥48 ¥65

1.5h ¥350 ¥35 ¥47 ¥336 ¥68 ¥90

2h ¥438 ¥44 ¥59 ¥422 ¥84 ¥112

　　※ご注意

・その他の各種加算

*処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

　については、いずれも随時加算となっております。

*特定事業所加算とは、特定の条件を満たした、事業所に支払われる加算です。

居宅介護サービスのご利用負担額表

改正前

通院介助（伴わず）

8:00 ～ 18:00
通院介助（伴わず）

改正後

ご負担額

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

　　　緊急時対応加算、初回加算

6:00～8:00 , 18:00 ～ 22:00

・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

ご負担額

改正後改正前

・身体介護、通院介助については、利用単価の増減はありません。

・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の

　利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。



＜時間帯①＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯
新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥107 ¥11 ¥15 ¥103 ¥21 ¥28

0.75h ¥155 ¥16 ¥22 ¥149 ¥30 ¥40

1h ¥200 ¥20 ¥27 ¥193 ¥38 ¥51

1.25h ¥242 ¥24 ¥33 ¥234 ¥46 ¥62

1.5h ¥279 ¥28 ¥38 ¥269 ¥53 ¥72

1.75h ¥315 ¥31 ¥43 ¥304 ¥60 ¥81

2h ¥351 ¥35 ¥47 ¥338 ¥68 ¥90

2.25h ¥386 ¥38 ¥52 ¥373 ¥75 ¥99

2.5h ¥422 ¥42 ¥57 ¥408 ¥82 ¥108

2.75h ¥457 ¥45 ¥62 ¥442 ¥88 ¥117

3h ¥493 ¥49 ¥67 ¥477 ¥95 ¥127

3.25h ¥529 ¥52 ¥72 ¥511 ¥102 ¥136

3.5h ¥564 ¥56 ¥77 ¥546 ¥109 ¥145

3.75h ¥600 ¥59 ¥81 ¥581 ¥116 ¥154

4h ¥636 ¥64 ¥86 ¥615 ¥123 ¥163

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

＜時間帯②＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯
新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥134 ¥14 ¥19 ¥129 ¥26 ¥34

0.75h ¥194 ¥20 ¥27 ¥187 ¥37 ¥49

1h ¥250 ¥25 ¥34 ¥241 ¥48 ¥65

1.25h ¥302 ¥30 ¥41 ¥292 ¥58 ¥78

1.5h ¥350 ¥35 ¥47 ¥336 ¥68 ¥90

1.75h ¥393 ¥39 ¥53 ¥380 ¥76 ¥101

2h ¥438 ¥44 ¥59 ¥423 ¥85 ¥112

　　※ご注意

・その他の各種加算

・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の

*特定事業所加算とは、特定の条件を満たした、事業所に支払われる加算です。

・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

　については、いずれも随時加算となっております。

*処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

　　　緊急時対応加算、初回加算

・身体介護、通院介助については、利用単価の増減はありません。

・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

改正前 改正後

　利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

ご負担額

・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

6:00～8:00 , 18:00 ～ 22:00
家事援助

改正後改正前

ご負担額

居宅介護サービスのご利用負担額表

8:00 ～ 18:00
家事援助



＜時間帯①＞

ご利用のサービス

ご利用の時間帯

新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

1h ¥213 ¥42 ¥21 ¥214 ¥43 ¥36

1.5h ¥319 ¥64 ¥30 ¥320 ¥64 ¥54

2h ¥426 ¥85 ¥40 ¥427 ¥85 ¥72

2.5h ¥533 ¥106 ¥50 ¥534 ¥106 ¥90

3h ¥636 ¥128 ¥60 ¥641 ¥128 ¥108

3.5h ¥745 ¥149 ¥70 ¥747 ¥149 ¥126

4h ¥852 ¥170 ¥80 ¥855 ¥170 ¥144

4.5h ¥960 ¥191 ¥90 ¥954 ¥191 ¥160

5h ¥1,052 ¥210 ¥99 ¥1,054 ¥211 ¥178

5.5h ¥1,152 ¥230 ¥108 ¥1,154 ¥230 ¥194

6h ¥1,252 ¥250 ¥117 ¥1,254 ¥251 ¥211

＜時間帯②＞

ご利用のサービス

ご利用の時間帯

新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

1h ¥200 ¥40 ¥19 ¥203 ¥40 ¥34

1.5h ¥299 ¥59 ¥28 ¥303 ¥60 ¥51

2h ¥398 ¥80 ¥38 ¥404 ¥81 ¥69

2.5h ¥499 ¥100 ¥47 ¥504 ¥101 ¥85

3h ¥598 ¥120 ¥56 ¥605 ¥121 ¥102

3.5h ¥697 ¥139 ¥66 ¥705 ¥141 ¥118

4h ¥797 ¥159 ¥134 ¥807 ¥161 ¥136

4.5h ¥898 ¥178 ¥150 ¥900 ¥180 ¥151

5h ¥999 ¥197 ¥165 ¥994 ¥199 ¥167

5.5h ¥1,100 ¥215 ¥181 ¥1,068 ¥212 ¥183

6h ¥1,201 ¥234 ¥109 ¥1,181 ¥237 ¥199

*処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

8:00 ～ 18:00
重度訪問介護（１５％加算対象者）

改正後改正前
8:00 ～ 18:00

重度訪問介護（8.5％加算対象者）

　　　緊急時対応加算、初回加算

　　については、いずれも随時加算となっております。

ご負担額

　・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

　・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の

　　利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

　・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

　・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

*特定事業所加算とは、特定の条件を満たした、事業所に支払われる加算です。

　・その他の各種加算

　・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

＊27年度改正により、障害程度区分6の加算が見直され、前回の7.5％から8.5％へ変更になっています。

重度訪問介護サービスのご利用負担額表

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

　　※ご注意

改正後改正前

　・身体介護、通院介助については、利用単価の増減はありません。

　・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

ご負担額



新旧対象金額

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅰ 処遇改善費

0.5h ¥257 ¥26 ¥30 ¥258 ¥51 ¥57

1h ¥408 ¥41 ¥46 ¥409 ¥81 ¥91

1.5h ¥593 ¥59 ¥68 ¥595 ¥118 ¥132

2h ¥743 ¥74 ¥85 ¥745 ¥148 ¥165

2.5h ¥892 ¥89 ¥101 ¥895 ¥178 ¥199

3h ¥1,043 ¥104 ¥118 ¥1,046 ¥209 ¥232

3.5h ¥1,192 ¥120 ¥136 ¥1,197 ¥239 ¥265

4h ¥1,343 ¥134 ¥152 ¥1,347 ¥269 ¥299

4.5h ¥1,494 ¥149 ¥169 ¥1,499 ¥299 ¥333

5h ¥1,643 ¥164 ¥187 ¥1,649 ¥328 ¥366

5.5h ¥1,793 ¥180 ¥204 ¥1,799 ¥360 ¥399

6h ¥1,944 ¥194 ¥220 ¥1,950 ¥390 ¥432

6.5h ¥2,093 ¥209 ¥238 ¥2,101 ¥419 ¥466

7h ¥2,244 ¥224 ¥255 ¥2,251 ¥450 ¥500

7.5h ¥2,395 ¥240 ¥271 ¥2,403 ¥480 ¥534

8h ¥2,543 ¥254 ¥288 ¥2,552 ¥510 ¥566

　　※ご注意

・その他の各種加算

・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の

　利用負担額の目安である上記金額の合計とは一致しません。

・身体介護、通院介助については、利用単価の増減はありません。

・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

*処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

*特定事業所加算とは、特定の条件を満たした、事業所に支払われる加算です。

　　　緊急時対応加算、初回加算

ご負担額

改正後改正前

　については、いずれも随時加算となっております。

行動援護サービスのご利用負担額

ご利用のサービス

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

行動援護



ご利用負担金 処遇改善費 ご利用負担金 処遇改善費 ご利用負担金 処遇改善費 ご利用負担金 処遇改善費

区分6 ¥1,010 ¥112 ¥660 ¥73 ¥1,030 ¥122 ¥671 ¥78

区分5 ¥860 ¥96 ¥578 ¥65 ¥874 ¥102 ¥589 ¥69

区分4 ¥709 ¥78 ¥348 ¥38 ¥722 ¥84 ¥354 ¥41

区分3 ¥639 ¥72 ¥263 ¥29 ¥650 ¥76 ¥267 ¥30

区分1、2 ¥558 ¥63 ¥188 ¥21 ¥567 ¥75 ¥191 ¥22

区分3 ¥860 ¥96 ¥578 ¥65 ¥874 ¥102 ¥589 ¥69

区分2 ¥674 ¥75 ¥304 ¥33 ¥687 ¥81 ¥310 ¥36

区分1 ¥558 ¥63 ¥188 ¥21 ¥567 ¥66 ¥191 ¥22

　　※ご注意

　す。

　　　短期利用加算

　　　短期単独型加算

　　　短期送迎加算

・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の利用負担額の

　目安である上記金額の合計とは一致しません。

・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

　額となります。

短期入所

改正後改正前

日中活動（デイも含む）あ
り、若しくは昼食なし

日中活動（デイも含む）な
し、かつ昼食あり

日中活動（デイも含む）あ
り、若しくは昼食なし

日中活動（デイも含む）な
し、かつ昼食あり

 *処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

・標記の金額は１日分のご利用料金ですので、通常一泊二日のご利用の場合は２日分のご請求金

・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

・短期入所については居宅介護等の特定加算はありませんが、以下の加算項目が付されておりま

　短期利用加算、短期単独型加算については恒常的な加算で、事業所の事業形態により利用日数

　の回数に乗じて算定する加算で、送迎加算は送迎を行った際に算定できる加算です。

・恐れ入りますが詳細内容を希望される方はお問い合わせ下さい。　

短期入所サービスのご利用負担額

ご利用のサービス

ご負担額

成
人

児
童

区　　分新旧対象金額



＜時間帯①＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯

区分

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費

0.5h ¥260 ¥26 ¥35 ¥261 ¥26 ¥64

1h ¥412 ¥41 ¥56 ¥413 ¥41 ¥100

1.5h ¥598 ¥59 ¥81 ¥600 ¥59 ¥146

2h ¥682 ¥69 ¥93 ¥684 ¥69 ¥166

2.5h ¥767 ¥77 ¥104 ¥769 ¥77 ¥187

3h ¥851 ¥85 ¥115 ¥855 ¥85 ¥208

3.5h ¥936 ¥93 ¥127 ¥939 ¥94 ¥228

4h ¥1,020 ¥102 ¥139 ¥1,023 ¥102 ¥249

4.5h ¥1,105 ¥110 ¥150 ¥1,108 ¥110 ¥269

5h ¥1,189 ¥118 ¥161 ¥1,192 ¥120 ¥291

5.5h ¥1,274 ¥128 ¥172 ¥1,277 ¥128 ¥311

6h ¥1,358 ¥136 ¥184 ¥1,361 ¥136 ¥331

6.5 ¥1,443 ¥144 ¥196 ¥1,446 ¥145 ¥352

7 ¥1,527 ¥153 ¥207 ¥1,530 ¥153 ¥372

7.5 ¥1,612 ¥161 ¥218 ¥1,615 ¥161 ¥392

8 ¥1,696 ¥169 ¥229 ¥1,699 ¥169 ¥414

＜時間帯②＞

ご利用のサービス
ご利用の時間帯

区分

時間 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費 ご利用負担金 特定事業所加算Ⅱ 処遇改善費

0.5h ¥325 ¥32 ¥44 ¥326 ¥33 ¥80

1h ¥514 ¥51 ¥70 ¥516 ¥51 ¥126

1.5h ¥748 ¥75 ¥101 ¥750 ¥75 ¥183

2h ¥853 ¥85 ¥115 ¥856 ¥86 ¥208

2.5h ¥958 ¥96 ¥130 ¥961 ¥96 ¥234

　　※ご注意

・その他の各種加算

6:00～8:00 , 18:00 ～ 22:00
改正後

同行援護サービスのご利用負担額表

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

改正後改正前
8:00 ～ 18:00

同行援護（身体伴う）

同行援護（身体伴う）

ご負担額

*処遇改善とは、従業員の処遇状況を改善するための、期間限定の助成制度です。

　　　緊急時対応加算、初回加算

・ご利用負担額の計算は、月額の総利用額から算出されますので、必ずしも一日の利用負担額の

・本資料は、一日の利用料金に対するご負担額の目安として算出しております。

・ご利用負担額の計算は、負担割合10％として算出しております。

　については、いずれも随時加算となっております。

＊ご利用の開始時刻及び終了時刻が上記時間帯内の場合に限ります。

*特定事業所加算とは、特定の条件を満たした、事業所に支払われる加算です。

・上記金額は厚生労働省提供の資料等を基に算出しております。

・ご利用時間が時間帯①と時間帯②に重なる場合は上記金額とは異なります。

・22:00～6:00までの深夜時間帯のご負担額は別途お問い合わせ下さい。

　目安である上記金額の合計とは一致しません。

改正前

ご負担額


