
令和３年４月１日現在 

グループホーム ダーラナ やの・くにくさ 利用料金一覧 （１割負担） 

基本料金 

 
介護保険の給付対象となるサービス 介護保険の給付対象とならないサービス 

月額合計 

（30 日計算） 

介護サービス費（日額） 
部屋代 

（月額） 

食材料費

（月額） 

共益費 

（月額） 要介護度 基本費用 
医療連携 

体制加算(Ⅰ） 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算（Ⅰ） 

認知症専門ケ

ア加算（Ⅰ） 

要介護 １ ７８６円 

４１円 ２３円 ４円 

５７，０００円 ３９，０００円 １４，０００円 

１３５，６２０円 

要介護 ２ ８２３円 １３６，７３０円 

要介護 ３ ８４８円 １３７，４８０円 

要介護 ４ ８６５円 入居一時金・敷

金は不要です 

おやつ代 

を含みます 
水道光熱費 

１３７，９９０円 

要介護 ５ ８８２円 １３８，５００円 

加算料金 

加算項目 日額 月額（30日計算） 加算の内容 

初期加算 ３２円 ９６０円 入居された日から３０日間加算料金をいただきます 

入院時費用 ２５７円 １，５４２円 退院後の受け入れ態勢を整えるための加算です（1 月に 6 日限度） 

口腔衛生管理体制加算 ３２円 ３２円 歯科医師等の指導等に基づくケアを行った場合に加算されます 

口腔・栄養スクリーニング加算 ２１円 ２１円 栄養状態を確認し担当者と文書で共有した場合に加算されます（6 月に１回） 

退居時相談援助加算  ４１８円 退居後の相談援助を行うなどした場合に加算されます 

若年性認知症受入加算 １２６円 ３,７８０円 若年性認知症を患われている利用者に加算されます 

栄養管理体制加算 ３２円 ３２円 管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりをすすめるために加算されます 

科学的介護推進体制加算 ４２円 ４２円 PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するために加算されます 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １１.１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

介護職員等特定処遇改善加算

 

３．１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

看取り介護加算 

７６円 （死亡日以前 ３１～４５日）  
利用者・家族の同意の下、 

看取り介護を行なった場合加算されます。 

１５１円 （死亡日以前 ４～３０日）  

７１１円 （死亡日前日及び前々日） 

１，３３８円 （ 死 亡 日 ）  

※ その他、日常生活において通常必要となる費用で負担していただく事が適当であると認められる費用については実費負担いただきます。 



令和３年４月１日現在 

グループホーム ダーラナ やの・くにくさ 利用料金一覧 （２割負担） 

基本料金 

 
介護保険の給付対象となるサービス 介護保険の給付対象とならないサービス 

月額合計 

（30 日計算） 

介護サービス費（日額） 
部屋代 

（月額） 

食材料費

（月額） 

共益費 

（月額） 要介護度 基本費用 
医療連携 

体制加算(Ⅰ) 

ｻｰﾋﾞｽ提供体制

強化加算（Ⅰ） 

認知症専門ケ

ア加算（Ⅰ） 

要介護 １ １，５７２円 

８２円 ４６円 ７円 

５７，０００円 ３９，０００円 １４，０００円 

１６１，２１０円 

要介護 ２ １，６４５円 １６３，４００円 

要介護 ３ １，６９５円 １６４，９００円 

要介護 ４ １，７２９円 入居一時金・敷

金は不要です 

おやつ代 

を含みます 
水道光熱費 

１６５，９２０円 

要介護 ５ １，７６４円 １６６，９７０円 

加算料金 

加算項目 日額 月額（30日計算） 加算の内容 

初期加算 ６３円 １，８９０円 入居された日から３０日間加算料金をいただきます 

入院時費用 ５１４円 ３，０８４円 退院後の受け入れ態勢を整えるための加算です（1 月に 6 日限度） 

口腔衛生管理体制加算 ６３円 ６３円 歯科医師等の指導等に基づくケアを行った場合に加算されます 

口腔・栄養スクリーニング加算 ４２円 ４２円 栄養状態を確認し担当者と文書で共有した場合に加算されます（6 月に１回） 

退居時相談援助加算  ８３６円 退居後の相談援助を行うなどした場合に加算されます 

若年性認知症受入加算 ２５１円 ７，５３０円 若年性認知症を患われている利用者に加算されます 

栄養管理体制加算 ６３円 ６３円 管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりをすすめるために加算されます 

科学的介護推進体制加算 ８４円 ８４円 PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するために加算されます 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １１.１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ３．１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

看取り介護加算 

１５１円 （死亡日以前 ３１～４５日） 
利用者・家族の同意の下、 

看取り介護を行なった場合加算されます。 

３０１円 （死亡日以前 ４～３０日） 

１，４２２円 （死亡日前日及び前々日） 

２，６７６円 （ 死 亡 日 ） 

※ その他、日常生活において通常必要となる費用で負担していただく事が適当であると認められる費用については実費負担いただきます。 



令和３年４月１日現在 

グループホーム ダーラナ やの・くにくさ 利用料金一覧 （３割負担） 

基本料金 

 
介護保険の給付対象となるサービス 介護保険の給付対象とならないサービス 

月額合計 

（30 日計算） 

介護サービス費（日額） 
部屋代 

（月額） 

食材料費

（月額） 

共益費 

（月額） 要介護度 基本費用 
医療連携 

体制加算(Ⅰ) 

ｻｰﾋﾞｽ提供体

制強化加算Ⅰ 

認知症専門

ケア加算Ⅰ 

要介護 １ ２，３５８円 

１２３円 ６９円 １０円 

５７，０００円 ３９，０００円 １４，０００円 

１８６，８００円 

要介護 ２ ２，４６８円 １９０，１００円 

要介護 ３ ２，５４３円 １９２，３５０円 

要介護 ４ ２，５９３円 入居一時金・敷

金は不要です 

おやつ代 

を含みます 
水道光熱費 

１９３，８５０円 

要介護 ５ ２，６４６円 １９５，４４０円 

加算料金 

加算項目 日額 月額（30日計算） 加算の内容 

初期加算 ９４円 ２，８２０円 入居された日から３０日間加算料金をいただきます 

入院時費用 ７７１円 ４，６２６円 退院後の受け入れ態勢を整えるための加算です（1 月に 6 日限度） 

口腔衛生管理体制加算 ９４円 ９４円 歯科医師等の指導等に基づくケアを行った場合に加算されます 

口腔・栄養スクリーニング加算 ６３円 ６３円 栄養状態を確認し担当者と文書で共有した場合に加算されます（6 月に１回） 

退居時相談援助加算  １，２５４円 退居後の相談援助を行うなどした場合に加算されます 

若年性認知症受入加算 ３７７円 １１，３１０円 若年性認知症を患われている利用者に加算されます 

栄養管理体制加算 ９４円 ９４円 管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりをすすめるために加算されます 

科学的介護推進体制加算 １２６円 １２６円 PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するために加算されます 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １１.１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ３．１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

看取り介護加算 

２２６円 （死亡日以前 ３１～４５日） 
利用者・家族の同意の下、 

看取り介護を行なった場合加算されます。 

４５２円 （死亡日以前 ４～３０日） 

２，１３２円 （死亡日前日及び前々日） 

４，０１３円 （ 死 亡 日 ） 

※ その他、日常生活において通常必要となる費用で負担していただく事が適当であると認められる費用については実費負担いただきます。 



令和３年４月１日現在 

グループホーム ダーラナ やの・くにくさ（介護予防サービス） 利用料金一覧 （１割負担） 

基本料金 

 
介護保険の給付対象となるサービス 介護保険の給付対象とならないサービス 

月額合計 

（３０日計算） 

介護サービス費（日額） 
部屋代 

（月額） 

食材料費

（月額） 

共益費 

（月額） 要介護度 基本費用 
ｻ ﾋー゙ｽ提供体

制強化加算Ⅰ 

認知症専門

ケア加算Ⅰ 

要支援 ２ ７８２円 ２３円 ４円 

５７，０００円 

入居一時金・敷

金は不要です 

３９，０００円 

おやつ代 

を含みます 

１４，０００円 

水道光熱費 

 

１３４，２７０円 

 

加算料金 

加算項目 日額 月額（30日計算） 加算の内容 

初期加算 ３２円 ９６０円 入居された日から３０日間加算料金をいただきます 

入院時費用 ２５７円 １，５４２円 退院後の受け入れ態勢をと整えるため加算されます 

口腔衛生管理体制加算 ３２円 ３２円 歯科医師等の指導等に基づくケアを行った場合に加算されます 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ２１円 ２１円 栄養状態を確認し担当者と文書で共有した場合加算されます 

退居時相談援助加算  ４１８円 退居後の相談援助を行うなどした場合に加算されます 

若年性認知症利用者受入加算 １２６円 ３，７８０円 若年性認知症を患われている利用者に加算されます 

栄養管理体制加算 ３２円 ３２円 管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりをすすめるために加算されます 

科学的介護推進体制加算 ４２円 ４２円 PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するために加算されます 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １１.１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ３．１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

※ その他、日常生活において通常必要となる費用で負担していただく事が適当であると認められる費用については実費負担いただきます。 



令和３年４月１日現在 

グループホーム ダーラナ やの・くにくさ（介護予防サービス） 利用料金一覧 （２割負担） 

基本料金 

 
介護保険の給付対象となるサービス 介護保険の給付対象とならないサービス 

月額合計 

（３０日計算） 

介護サービス費（日額） 
部屋代 

（月額） 

食材料費

（月額） 

共益費 

（月額） 要介護度 基本費用 
ｻ ﾋー゙ｽ提供体

制強化加算Ⅰ 

認知症専門

ケア加算Ⅰ 

要支援 ２ １，５６４円 ４６円 ７円 

５７，０００円 

入居一時金・敷

金は不要です 

３９，０００円 

おやつ代 

を含みます 

１４，０００円 

水道光熱費 

 

１５８，５１０円 

加算料金 

加算項目 日額 月額（30 日計算） 加算の内容 

初期加算 ６３円 １，８９０円 入居された日から３０日間加算料金をいただきます 

入院時費用 ５１４円 ３，０８４円 退院後の受け入れ態勢をと整えるため加算されます 

口腔衛生管理体制加算 ６３円 ６３円 歯科医師等の指導等に基づくケアを行った場合に加算されます 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ４２円 ４２円 栄養状態を確認し担当者と文書で共有した場合加算されます 

退居時相談援助加算  ８３６円 退居後の相談援助を行うなどした場合に加算されます 

若年性認知症利用者受入加算 ２５１円 ７，５３０円 若年性認知症を患われている利用者に加算されます 

栄養管理体制加算 ６３円 ６３円 管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりをすすめるために加算されます 

科学的介護推進体制加算 ８４円 ８４円 PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するために加算されます 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １１.１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ３．１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

※ その他、日常生活において通常必要となる費用で負担していただく事が適当であると認められる費用については実費負担いただきます。



令和３年４月１日現在 

グループホーム ダーラナ やの・くにくさ（介護予防サービス） 利用料金一覧 （３割負担） 

基本料金 

 
介護保険の給付対象となるサービス 介護保険の給付対象とならないサービス 

月額合計 

（３０日計算） 

介護サービス費（日額） 
部屋代 

（月額） 

食材料費

（月額） 

共益費 

（月額） 要介護度 基本費用 
ｻ ﾋー゙ｽ提供体

制強化加算Ⅰ 

認知症専門

ケア加算Ⅰ 

要支援 ２ ２，３４５円 ６９円 １０円 

５７，０００円 

入居一時金・敷

金は不要です 

３９，０００円 

おやつ代 

を含みます 

１４，０００円 

水道光熱費 

 

１８２，７２０円 

加算料金 

加算項目 日額 月額（30 日計算） 加算の内容 

初期加算 ９４円 ２，８２０円 入居された日から３０日間加算料金をいただきます 

入院時費用 ７７１円 ４，６２６円 退院後の受け入れ態勢をと整えるため加算されます 

口腔衛生管理体制加算 ９４円 ９４円 歯科医師等の指導等に基づくケアを行った場合に加算されます 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ６３円 ６３円 栄養状態を確認し担当者と文書で共有した場合加算されます 

退居時相談援助加算  １，２５４円 退居後の相談援助を行うなどした場合に加算されます 

若年性認知症利用者受入加算 ３７７円 １１，３１０円 若年性認知症を患われている利用者に加算されます 

栄養管理体制加算 ９４円 ９４円 管理栄養士が介護職員等へ利用者の栄養・食生活に関する助言や指導を行う体制づくりをすすめるために加算されます 

科学的介護推進体制加算 １２６円 １２６円 PDCA サイクルの推進とケアの質の向上を図る取組を推進するために加算されます 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １１.１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ３．１％ １月あたりの介護報酬総単位数をもとに算定されます。 

※ その他、日常生活において通常必要となる費用で負担していただく事が適当であると認められる費用については実費負担いただきます。 
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