
R4.10改定

第１段階 ¥300 ¥320 ¥1,347 ¥40,410
第２段階 ¥390 ¥420 ¥1,537 ¥46,110
第３段階① ¥650 ¥820 ¥2,197 ¥65,910
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥2,907 ¥87,210
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥3,598 ¥107,940

介護報酬 ¥5,730 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥540 ¥170 ¥100 ¥7,270 ¥1,700 ¥1,171 ¥10,141 ¥304,230
第１段階 ¥300 ¥320 ¥1,423 ¥42,690
第２段階 ¥390 ¥420 ¥1,613 ¥48,390
第３段階① ¥650 ¥820 ¥2,273 ¥68,190
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥2,983 ¥89,490
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥3,674 ¥110,220

介護報酬 ¥6,410 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥590 ¥190 ¥110 ¥8,030 ¥1,700 ¥1,171 ¥10,901 ¥327,030
第１段階 ¥300 ¥320 ¥1,504 ¥45,120
第２段階 ¥390 ¥420 ¥1,694 ¥50,820
第３段階① ¥650 ¥820 ¥2,354 ¥70,620
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥3,064 ¥91,920
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥3,755 ¥112,650

介護報酬 ¥7,120 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥650 ¥210 ¥130 ¥8,840 ¥1,700 ¥1,171 ¥11,711 ¥351,330
第１段階 ¥300 ¥320 ¥1,581 ¥47,430
第２段階 ¥390 ¥420 ¥1,771 ¥53,130
第３段階① ¥650 ¥820 ¥2,431 ¥72,930
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥3,141 ¥94,230
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥3,832 ¥114,960

介護報酬 ¥7,800 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥710 ¥230 ¥140 ¥9,610 ¥1,700 ¥1,171 ¥12,481 ¥374,430
第１段階 ¥300 ¥320 ¥1,656 ¥49,680
第２段階 ¥390 ¥420 ¥1,846 ¥55,380
第３段階① ¥650 ¥820 ¥2,506 ¥75,180
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥3,216 ¥96,480
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥3,907 ¥117,210

介護報酬 ¥8,470 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥760 ¥250 ¥150 ¥10,360 ¥1,700 ¥1,171 ¥13,231 ¥396,930
※１ヶ月は３０日として算出しています。
※１ヶ月の合計金額は介護職員処遇改善加算を加える前の金額です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付－４（別紙）

別紙料金表：介護老人福祉福祉施設サービス費（従来型個室）(１割負担)

従来型個室
施設サー
ビス費

個別機能
訓練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

介護職員処
遇改善加算

Ⅰ

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
小計

利用者
負担段階

食費 居住費 １日
介護職員等ﾍﾞｰ
ｽｱｯﾌﾟ等支援加

算
１ヶ月

要介護１
自己負担 ¥573 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥54 ¥17 ¥727

要介護２
自己負担 ¥641 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥59 ¥19 ¥803

要介護３
自己負担 ¥712 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥65 ¥21 ¥884

要介護４
自己負担 ¥780 ¥12 ¥4 ¥8

要介護５
自己負担 ¥847 ¥12 ¥4

¥36

¥1,036

¥13 ¥36 ¥71 ¥23 ¥961

¥10

¥11

¥13

¥14

¥15¥8 ¥13 ¥36 ¥76 ¥25



R4.10改定

第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,027 ¥30,810
第２段階 ¥390 ¥370 ¥1,487 ¥44,610
第３段階① ¥650 ¥370 ¥1,747 ¥52,410
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥2,457 ¥73,710
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥3,282 ¥98,460

介護報酬 ¥5,730 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥540 ¥170 ¥100 ¥7,270 ¥1,700 ¥855 ¥9,825 ¥294,750
第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,103 ¥33,090
第２段階 ¥390 ¥370 ¥1,563 ¥46,890
第３段階① ¥650 ¥370 ¥1,823 ¥54,690
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥2,533 ¥75,990
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥3,358 ¥100,740

介護報酬 ¥6,410 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥590 ¥190 ¥110 ¥8,030 ¥1,700 ¥855 ¥10,585 ¥317,550
第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,184 ¥35,520
第２段階 ¥390 ¥370 ¥1,644 ¥49,320
第３段階① ¥650 ¥370 ¥1,904 ¥57,120
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥2,614 ¥78,420
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥3,439 ¥103,170

介護報酬 ¥7,120 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥650 ¥210 ¥130 ¥8,840 ¥1,700 ¥855 ¥11,395 ¥341,850
第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,261 ¥37,830
第２段階 ¥390 ¥370 ¥1,721 ¥51,630
第３段階① ¥650 ¥370 ¥1,981 ¥59,430
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥2,691 ¥80,730
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥3,516 ¥105,480

介護報酬 ¥7,800 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥710 ¥230 ¥140 ¥9,610 ¥1,700 ¥855 ¥12,165 ¥364,950
第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,336 ¥40,080
第２段階 ¥390 ¥370 ¥1,796 ¥53,880
第３段階① ¥650 ¥370 ¥2,056 ¥61,680
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥2,766 ¥82,980
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥3,591 ¥107,730

介護報酬 ¥8,470 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥760 ¥250 ¥150 ¥10,360 ¥1,700 ¥855 ¥12,915 ¥387,450
※１ヶ月は３０日として算出しています。
※１ヶ月の合計金額は介護職員処遇改善加算を加える前の金額です。

¥10

¥11

¥13

¥14

¥15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付－４（別紙）

別紙料金表：介護老人福祉福祉施設サービス費（多床室）(１割負担)

多床室
施設サー
ビス費

個別機能
訓練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

介護職員処
遇改善加算

Ⅰ

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
小計

利用者
負担段階

食費 居住費 １日
介護職員等ﾍﾞｰ
ｽｱｯﾌﾟ等支援加

算
１ヶ月

要介護１
自己負担 ¥573 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥54 ¥17 ¥727

要介護２
自己負担 ¥641 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥59 ¥19 ¥803

要介護３
自己負担 ¥712 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥65 ¥21 ¥884

要介護４
自己負担 ¥780 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥71 ¥23 ¥961

要介護５
自己負担 ¥847 ¥12 ¥4 ¥8 ¥13 ¥36 ¥76 ¥25 ¥1,036



R4.10改定

第１段階 ¥300 ¥320 ¥2,074 ¥62,220
第２段階 ¥390 ¥420 ¥2,264 ¥67,920
第３段階① ¥650 ¥820 ¥2,924 ¥87,720
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥3,634 ¥109,020
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥4,325 ¥129,750

介護報酬 ¥5,730 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥540 ¥170 ¥100 ¥7,270 ¥1,700 ¥1,171 ¥10,141 ¥304,230
第１段階 ¥300 ¥320 ¥2,226 ¥66,780
第２段階 ¥390 ¥420 ¥2,416 ¥72,480
第３段階① ¥650 ¥820 ¥3,076 ¥92,280
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥3,786 ¥113,580
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥4,477 ¥134,310

介護報酬 ¥6,410 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥590 ¥190 ¥110 ¥8,030 ¥1,700 ¥1,171 ¥10,901 ¥327,030
第１段階 ¥300 ¥320 ¥2,388 ¥71,640
第２段階 ¥390 ¥420 ¥2,578 ¥77,340
第３段階① ¥650 ¥820 ¥3,238 ¥97,140
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥3,948 ¥118,440
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥4,639 ¥139,170

介護報酬 ¥7,120 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥650 ¥210 ¥130 ¥8,840 ¥1,700 ¥1,171 ¥11,711 ¥351,330
第１段階 ¥300 ¥320 ¥2,542 ¥76,260
第２段階 ¥390 ¥420 ¥2,732 ¥81,960
第３段階① ¥650 ¥820 ¥3,392 ¥101,760
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,102 ¥123,060
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥4,793 ¥143,790

介護報酬 ¥7,800 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥710 ¥230 ¥140 ¥9,610 ¥1,700 ¥1,171 ¥12,481 ¥374,430
第１段階 ¥300 ¥320 ¥2,692 ¥80,760
第２段階 ¥390 ¥420 ¥2,882 ¥86,460
第３段階① ¥650 ¥820 ¥3,542 ¥106,260
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,252 ¥127,560
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥4,943 ¥148,290

介護報酬 ¥8,470 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥760 ¥250 ¥150 ¥10,360 ¥1,700 ¥1,171 ¥13,231 ¥396,930
※１ヶ月は３０日として算出しています。
※１ヶ月の合計金額は介護職員処遇改善加算を加える前の金額です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付－４（別紙）

別紙料金表：介護老人福祉福祉施設サービス費（従来型個室）(２割負担)

従来型個室
施設サー
ビス費

個別機能
訓練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

介護職員処
遇改善加算

Ⅰ

介護職員等ﾍﾞｰ
ｽｱｯﾌﾟ等支援加

算
小計

利用者
負担段階

食費 居住費 １日 １ヶ月

要介護１
自己負担 ¥1,146 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥108 ¥20 ¥1,454

要介護２
自己負担 ¥1,282 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥118 ¥22 ¥1,606

要介護３
自己負担 ¥1,424 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥130 ¥26 ¥1,768

要介護４
自己負担 ¥1,560 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥142 ¥28 ¥1,922

要介護５
自己負担 ¥1,694 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥152 ¥30 ¥2,072

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ

¥34

¥38

¥42

¥46

¥50



R4.10改定

第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,754 ¥52,620
第２段階 ¥390 ¥370 ¥2,214 ¥66,420
第３段階① ¥650 ¥370 ¥2,474 ¥74,220
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥3,184 ¥95,520
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,009 ¥120,270

介護報酬 ¥5,730 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥540 ¥170 ¥100 ¥7,270 ¥1,700 ¥855 ¥9,825 ¥294,750
第１段階 ¥300 ¥0 ¥1,906 ¥57,180
第２段階 ¥390 ¥370 ¥2,366 ¥70,980
第３段階① ¥650 ¥370 ¥2,626 ¥78,780
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥3,336 ¥100,080
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,161 ¥124,830

介護報酬 ¥6,410 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥590 ¥190 ¥110 ¥8,030 ¥1,700 ¥855 ¥10,585 ¥317,550
第１段階 ¥300 ¥0 ¥2,068 ¥62,040
第２段階 ¥390 ¥370 ¥2,528 ¥75,840
第３段階① ¥650 ¥370 ¥2,788 ¥83,640
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥3,498 ¥104,940
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,323 ¥129,690

介護報酬 ¥7,120 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥650 ¥210 ¥130 ¥8,840 ¥1,700 ¥855 ¥11,395 ¥341,850
第１段階 ¥300 ¥0 ¥2,222 ¥66,660
第２段階 ¥390 ¥370 ¥2,682 ¥80,460
第３段階① ¥650 ¥370 ¥2,942 ¥88,260
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥3,652 ¥109,560
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,477 ¥134,310

介護報酬 ¥7,800 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥710 ¥230 ¥140 ¥9,610 ¥1,700 ¥855 ¥12,165 ¥364,950
第１段階 ¥300 ¥0 ¥2,372 ¥71,160
第２段階 ¥390 ¥370 ¥2,832 ¥84,960
第３段階① ¥650 ¥370 ¥3,092 ¥92,760
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥3,802 ¥114,060
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,627 ¥138,810

介護報酬 ¥8,470 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥760 ¥250 ¥150 ¥10,360 ¥1,700 ¥855 ¥12,915 ¥387,450
※１ヶ月は３０日として算出しています。
※１ヶ月の合計金額は介護職員処遇改善加算を加える前の金額です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付－４（別紙）

別紙料金表：介護老人福祉福祉施設サービス費（多床室）(２割負担)

多床室
施設サー
ビス費

個別機能
訓練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

介護職員処
遇改善加算

Ⅰ

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
小計

利用者
負担段階

食費 居住費 １日
介護職員等ﾍﾞｰ
ｽｱｯﾌﾟ等支援加

算
１ヶ月

要介護１
自己負担 ¥1,146 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥108 ¥34 ¥1,454

要介護２
自己負担 ¥1,282 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥72 ¥118 ¥38 ¥1,606

要介護３
自己負担 ¥1,424 ¥24 ¥8 ¥16 ¥26 ¥130 ¥42 ¥1,768

要介護４
自己負担 ¥1,560 ¥24 ¥8 ¥16

要介護５
自己負担 ¥1,694 ¥24 ¥8

¥72

¥2,072

¥26 ¥72 ¥142 ¥46 ¥1,922

¥20

¥22

¥26

¥28

¥30¥16 ¥26 ¥72 ¥152 ¥50



R4.10改定

第１段階 ¥300 ¥320 ¥2,801 ¥84,030
第２段階 ¥390 ¥420 ¥2,991 ¥89,730
第３段階① ¥650 ¥820 ¥3,651 ¥109,530
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,361 ¥130,830
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥5,052 ¥151,560

介護報酬 ¥5,730 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥540 ¥170 ¥100 ¥7,270 ¥1,700 ¥1,171 ¥10,141 ¥304,230
第１段階 ¥300 ¥320 ¥3,029 ¥90,870
第２段階 ¥390 ¥420 ¥3,219 ¥96,570
第３段階① ¥650 ¥820 ¥3,879 ¥116,370
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,589 ¥137,670
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥5,280 ¥158,400

介護報酬 ¥6,410 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥590 ¥190 ¥110 ¥8,030 ¥1,700 ¥1,171 ¥10,901 ¥327,030
第１段階 ¥300 ¥320 ¥3,272 ¥98,160
第２段階 ¥390 ¥420 ¥3,462 ¥103,860
第３段階① ¥650 ¥820 ¥4,122 ¥123,660
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,832 ¥144,960
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥5,523 ¥165,690

介護報酬 ¥7,120 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥650 ¥210 ¥130 ¥8,840 ¥1,700 ¥1,171 ¥11,711 ¥351,330
第１段階 ¥300 ¥320 ¥3,503 ¥105,090
第２段階 ¥390 ¥420 ¥3,693 ¥110,790
第３段階① ¥650 ¥820 ¥4,353 ¥130,590
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,832 ¥144,960
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥5,754 ¥172,620

介護報酬 ¥7,800 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥710 ¥230 ¥140 ¥9,610 ¥1,700 ¥1,171 ¥12,481 ¥374,430
第１段階 ¥300 ¥320 ¥3,728 ¥111,840
第２段階 ¥390 ¥420 ¥3,918 ¥117,540
第３段階① ¥650 ¥820 ¥4,578 ¥137,340
第３段階② ¥1,360 ¥820 ¥4,832 ¥144,960
第４段階 ¥1,700 ¥1,171 ¥5,979 ¥179,370

介護報酬 ¥8,470 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥760 ¥250 ¥150 ¥10,360 ¥1,700 ¥1,171 ¥13,231 ¥396,930
※１ヶ月は３０日として算出しています。
※１ヶ月の合計金額は介護職員処遇改善加算を加える前の金額です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付－４（別紙）

別紙料金表：介護老人福祉福祉施設サービス費（従来型個室）(３割負担)

従来型個室
施設サー
ビス費

個別機能
訓練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

介護職員処
遇改善加算

Ⅰ

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
小計

利用者
負担段階

食費 居住費 １日
介護職員等ﾍﾞｰ
ｽｱｯﾌﾟ等支援加

算
１ヶ月

要介護１
自己負担 ¥1,719 ¥36 ¥12 ¥24 ¥39 ¥108 ¥162 ¥51 ¥2,181

要介護２
自己負担 ¥1,923 ¥36 ¥12 ¥24 ¥39 ¥108 ¥177 ¥57 ¥2,409

要介護３
自己負担 ¥2,136 ¥36 ¥12 ¥24 ¥39 ¥195 ¥63 ¥2,652

要介護４
自己負担 ¥2,340 ¥36 ¥12 ¥24

要介護５
自己負担 ¥2,541 ¥36 ¥12

¥108

¥3,108

¥39 ¥108 ¥213 ¥69 ¥2,883

¥30

¥33

¥39

¥42

¥45¥24 ¥39 ¥108 ¥228 ¥75



R4.10改定

第１段階 ¥300 ¥0 ¥2,481 ¥74,430
第２段階 ¥390 ¥370 ¥2,941 ¥88,230
第３段階① ¥650 ¥370 ¥3,201 ¥96,030
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥3,911 ¥117,330
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,736 ¥142,080

介護報酬 ¥5,730 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥540 ¥170 ¥100 ¥7,270 ¥1,700 ¥855 ¥9,825 ¥294,750
第１段階 ¥300 ¥0 ¥2,709 ¥81,270
第２段階 ¥390 ¥370 ¥3,169 ¥95,070
第３段階① ¥650 ¥370 ¥3,429 ¥102,870
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥4,139 ¥124,170
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥4,964 ¥148,920

介護報酬 ¥6,410 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥590 ¥190 ¥110 ¥8,030 ¥1,700 ¥855 ¥10,585 ¥317,550
第１段階 ¥300 ¥0 ¥2,952 ¥88,560
第２段階 ¥390 ¥370 ¥3,412 ¥102,360
第３段階① ¥650 ¥370 ¥3,672 ¥110,160
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥4,382 ¥131,460
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥5,207 ¥156,210

介護報酬 ¥7,120 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥650 ¥210 ¥130 ¥8,840 ¥1,700 ¥855 ¥11,395 ¥341,850
第１段階 ¥300 ¥0 ¥3,183 ¥95,490
第２段階 ¥390 ¥370 ¥3,643 ¥109,290
第３段階① ¥650 ¥370 ¥3,903 ¥117,090
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥4,613 ¥138,390
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥5,438 ¥163,140

介護報酬 ¥7,800 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥710 ¥230 ¥140 ¥9,610 ¥1,700 ¥855 ¥12,165 ¥364,950
第１段階 ¥300 ¥0 ¥3,408 ¥102,240
第２段階 ¥390 ¥370 ¥3,868 ¥116,040
第３段階① ¥650 ¥370 ¥4,128 ¥123,840
第３段階② ¥1,360 ¥370 ¥4,838 ¥145,140
第４段階 ¥1,700 ¥855 ¥5,663 ¥169,890

介護報酬 ¥8,470 ¥120 ¥40 ¥80 ¥130 ¥360 ¥760 ¥250 ¥150 ¥10,360 ¥1,700 ¥855 ¥12,915 ¥387,450
※１ヶ月は３０日として算出しています。
※１ヶ月の合計金額は介護職員処遇改善加算を加える前の金額です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付－４（別紙）

別紙料金表：介護老人福祉福祉施設サービス費（多床室）(３割負担)

多床室
施設サー
ビス費

個別機能
訓練加算

看護体制
加算（Ⅰ）

看護体制
加算（Ⅱ）

夜勤職員配
置加算（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

介護職員処
遇改善加算

Ⅰ

介護職員特定
処遇改善加算

Ⅰ
小計

利用者
負担段階

食費 居住費 １日
介護職員等ﾍﾞｰ
ｽｱｯﾌﾟ等支援加

算
１ヶ月

要介護１
自己負担 ¥1,719 ¥36 ¥12 ¥24 ¥39 ¥108 ¥162 ¥51 ¥2,181

要介護２
自己負担 ¥1,923 ¥36 ¥12 ¥24 ¥39 ¥108 ¥177 ¥57 ¥2,409

要介護３
自己負担 ¥2,136 ¥36 ¥12 ¥24 ¥39 ¥195 ¥63 ¥2,652

要介護４
自己負担 ¥2,340 ¥36 ¥12 ¥24

要介護５
自己負担 ¥2,541 ¥36 ¥12

¥108

¥3,108

¥39 ¥108 ¥213 ¥69 ¥2,883

¥30

¥33

¥39

¥42

¥45¥24 ¥39 ¥108 ¥228 ¥75


