
伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表
市区分

A６　通所型サービス（独自）サービスコード表　（緩和した基準によるサービス分）

種類 項目

Ａ6 1111 緩和 通所型独自サービス１ 1,640

Ａ6 1121 緩和 通所型独自サービス２ 3,051

Ａ6 1113 緩和 通所型独自サービス１回数 328

Ａ6 1123 緩和 通所型独自サービス２回数 339

Ａ6 8110 共通 通所型独自サービス中山間地域等提供加算 １月につき

Ａ6 8112 共通 通所型独自サービス中山間地域等加算回数 １回につき

Ａ6 6105 緩和 通所型独自サービス同一建物減算１ 事業対象者・要支援１ 368単位減算 -368

Ａ6 6106 緩和 通所型独自サービス同一建物減算２ 事業対象者・要支援２ 668単位減算 -668

Ａ6 6011 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ１ 事業対象者・要支援１ 88単位 88

Ａ6 6012 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ２ 事業対象者・要支援２ 176単位 176

Ａ6 6107 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ１ 事業対象者・要支援１ 72単位 72

Ａ6 6108 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ２ 事業対象者・要支援２ 144単位 144

Ａ6 6103 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ１ 事業対象者・要支援１ 24単位 24

Ａ6 6104 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ２ 事業対象者・要支援２ 48単位 48

Ａ6 6100 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  　　　所定単位数の59/1000 加算　　　

Ａ6 6110 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 　　 所定単位数の43/1000 加算　　　

Ａ6 6111 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 　　 　所定単位数の23/1000 加算　　　

Ａ6 6113 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員処遇改善加算（Ⅳ）　　  (3)で算定した単位数の　90％加算　　　

Ａ6 6115 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ (5)介護職員処遇改善加算（Ⅴ）　　  (3)で算定した単位数の　80％加算　　　

Ａ6 6118 共通 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　  所定単位数の12/1000 加算　　　

Ａ6 6119 共通 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 　 所定単位数の10/1000 加算　　　

Ａ6 6114 共通 通所型独自サービスベースアップ等支援加算 所定単位数の11/1000 加算　　　

定員超過の場合

種類 項目

Ａ6 8001 緩和 通所型独自サービス１・定超 1,640単位 1,148

Ａ6 8011 緩和 通所型独自サービス２・定超 3,051単位 2,136

Ａ6 8003 緩和 通所型独自サービス１回数・定超 328単位 230

Ａ6 8013 緩和 通所型独自サービス２回数・定超 339単位 237

看護・介護職員が欠員の場合

種類 項目

Ａ6 9001 緩和 通所型独自サービス１・人欠 1,640単位 1,148

Ａ6 9011 緩和 通所型独自サービス２・人欠 3,051単位 2,136

Ａ6 9003 緩和 通所型独自サービス１回数・人欠 328単位 230

Ａ6 9013 緩和 通所型独自サービス２回数・人欠 339単位 237

現行・・・現行相当サービス
緩和・・・緩和した基準によるサービス

◆サービス提供時間が５時間以上８時間未満

イ 通所型サービス費
（独自）

※緩和_５時間以上８
時間未満の提供時に

使用

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回の計画（５
回利用）時のみ

看護・介護職員が
欠員の場合

×70％

１月につき
事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で９回の計画（９
回利用）時のみ

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で４回までの計画
（１～４回利用）時

合成単位数 算定単位

算定単位

１月につき
事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で９回の計画（９
回利用）時のみ

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で４回までの計画
（１～４回利用）時

１回につき
事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で５回から８回ま
での計画（１～８回利用）時

サービス内容略称 算定項目 合成単位数

サービスコード 市
区分

サービス内容略称 算定項目

イ 通所型サービス費
（独自）

※緩和_５時間以上８
時間未満の提供時に

使用

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回の計画（５
回利用）時のみ

サービスコード 市
区分

事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で５回から８回ま
での計画（１～８回利用）時

ヨ 介護職員等特定処
遇改善加算

タ　介護職員等ベースアップ等支援加算

事業所と同一建物に居住する者又は同
一建物から利用する者に通所型サービ
ス（独自）を行う場合
※緩和_５時間以上８時間未満時

中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算

所定単位数の５％加算

所定単位数の５％加算

事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で５回から８回ま
での計画（１～８回利用）時

339単位

算定単位

イ 通所型サービス費
（独自）

※緩和_５時間以上８
時間未満の提供時に

使用

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回の計画（５
回利用）時のみ

1,640単位

１月につき
事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で９回の計画（９
回利用）時のみ

328単位

3,051単位

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で４回までの計画
（１～４回利用）時

１回につき

１回につき

ヌ サービス提供体制
強化加算
※緩和_５時間以上８
時間未満時

(1) サービス提
供体制強化加算
（Ⅰ）

(2) サービス提
供体制強化加算
（Ⅱ）

(3) サービス提
供体制強化加算
（Ⅲ）

定員超過の場合
×70％

カ 介護職員処遇改善
加算

１月につき

サービスコード 市
区分

サービス内容略称 算定項目 合成単位数



伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表
市区分

A６　通所型サービス（独自）サービスコード表　（緩和した基準によるサービス分）
現行・・・現行相当サービス
緩和・・・緩和した基準によるサービス

種類 項目

Ａ6 1211 緩和 通所型独自サービス／２１ 1,230

Ａ6 1221 緩和 通所型独自サービス／２２ 2,286

Ａ6 1213 緩和 通所型独自サービス／２１回数 246

Ａ6 1223 緩和 通所型独自サービス／２２回数 254

Ａ6 8110 共通 通所型独自サービス中山間地域等提供加算 １月につき

Ａ6 8112 共通 通所型独自サービス中山間地域等加算回数 １回につき

Ａ6 6125 緩和 通所型独自サービス同一建物減算／２１ 事業対象者・要支援１ 368単位減算 -368

Ａ6 6126 緩和 通所型独自サービス同一建物減算／２２ 事業対象者・要支援２ 668単位減算 -668

Ａ6 6021 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ／２１ 事業対象者・要支援１ 88単位 88

Ａ6 6022 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ／２２ 事業対象者・要支援２ 176単位 176

Ａ6 6127 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ／２１ 事業対象者・要支援１ 72単位 72

Ａ6 6128 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ／２２ 事業対象者・要支援２ 144単位 144

Ａ6 6123 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ／２１ 事業対象者・要支援１ 24単位 24

Ａ6 6124 緩和 通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ／２２ 事業対象者・要支援２ 48単位 48

Ａ6 6100 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  　　　所定単位数の59/1000 加算　　　

Ａ6 6110 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 　　 所定単位数の43/1000 加算　　　

Ａ6 6111 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ (3)介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 　　 　所定単位数の23/1000 加算　　　

Ａ6 6113 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ (4)介護職員処遇改善加算（Ⅳ）　　  (3)で算定した単位数の　90％加算　　　

Ａ6 6115 共通 通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ (5)介護職員処遇改善加算（Ⅴ）　　  (3)で算定した単位数の　80％加算　　　

Ａ6 6118 共通 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ (1)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）　  所定単位数の12/1000 加算　　　

Ａ6 6119 共通 通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ (2)介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 　 所定単位数の10/1000 加算　　　

Ａ6 6114 共通 通所型独自サービスベースアップ等支援加算 所定単位数の11/1000 加算　　　

定員超過の場合

種類 項目

Ａ6 8004 緩和 通所型独自サービス／２１・定超 1,230単位 861

Ａ6 8014 緩和 通所型独自サービス／２２・定超 2,286単位 1,600

Ａ6 8006 緩和 通所型独自サービス／２１回数・定超 246単位 172

Ａ6 8016 緩和 通所型独自サービス／２２回数・定超 254単位 178

看護・介護職員が欠員の場合

種類 項目

Ａ6 9004 緩和 通所型独自サービス／２１・人欠 1,230単位 861

Ａ6 9014 緩和 通所型独自サービス／２２・人欠 2,286単位 1,600

Ａ6 9006 緩和 通所型独自サービス／２１回数・人欠 246単位 172

Ａ6 9016 緩和 通所型独自サービス／２２回数・人欠 254単位 178

イ 通所型サービス費
（独自）

※緩和_３時間以上５
時間未満の提供時に

使用

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回の計画（５
回利用）時のみ

◆サービス提供時間が３時間以上５時間未満

カ 介護職員処遇改善
加算

市
区分

サービス内容略称 算定項目

中山間地域等に居住する者へのサービ
ス提供加算

合成単位数

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回の計画（５
回利用）時のみ

サービスコード

イ 通所型サービス費
（独自）

※緩和_３時間以上５
時間未満の提供時に

使用

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で４回までの計画
（１～４回利用）時

１回につき

看護・介護職員が
欠員の場合

×70％

算定単位

定員超過の場合
×70％

サービスコード 市
区分

サービス内容略称 算定項目 合成単位数

１月につき
事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で９回の計画（９
回利用）時のみ

１回につき

算定単位

事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で５回から８回ま
での計画（１～８回利用）時

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で４回までの計画
（１～４回利用）時

１月につき
事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で９回の計画（９
回利用）時のみ

所定単位数の５％加算

１回につき

(2) サービス提
供体制強化加算
（Ⅱ）

(3) サービス提
供体制強化加算
（Ⅲ）

算定単位

事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で５回から８回ま
での計画（１～８回利用）時

所定単位数の５％加算

254単位

(1) サービス提
供体制強化加算
（Ⅰ）

246単位

市
区分

サービスコード
合成単位数算定項目サービス内容略称

事業所と同一建物に居住する者又は同
一建物から利用する者に通所型サービ
ス（独自）を行う場合
※緩和_３時間以上５時間未満時

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回の計画（５
回利用）時のみ

事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で５回から９回ま
での計画（１～８回利用）時

イ 通所型サービス費
（独自）

※緩和_３時間以上５
時間未満の提供時に

使用

事業対象者・要支援１　（週１回程度）
※１月の中で全部で５回までの計画
（１～４回利用）時

事業対象者・要支援２　（週２回程度）
※１月の中で全部で９回の計画（９
回利用）時のみ

2,286単位

1,230単位

タ　介護職員等ベースアップ等支援加算

１月につき

ヌ サービス提供体制
強化加算
※緩和_3時間以上5
時間未満時

ヨ 介護職員等特定処
遇改善加算

１月につき


