
金額 金額 金額 金額 金額
ユニット型介護福祉施設サービス費 21,122 23,324 25,689 27,924 30,095
日常生活支援加算　Ⅱ 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490
看護体制加算Ⅰ 130 130 130 130 130
看護体制加算Ⅱ 259 259 259 259 259
夜勤職員配置加算Ⅳ 680 680 680 680 680
科学的介護推進体制加算Ⅱ 52 52 52 52 52
栄養マネジメント強化加算 356 356 356 356 356
自立支援促進加算 314 314 314 314 314
排泄支援加算Ⅰ 10 10 10 10 10
褥瘡マネジメント加算Ⅰ 3 3 3 3 3

施設サービス利用料金（１割）
施設サービス利用料金（２割）
施設サービス利用料金（３割）

食費・第１段階（￥３００）
居住費（￥８２０）
1割負担金額＋食費1段階＋居住費
食費・第２段階（￥３９０）
居住費（￥８２０） ＊令和3年8月より基準額変更

1割負担金額＋食費2段階＋居住費 　第１～３段階の食費内訳

食費・第３段階①（￥６５０）
居住費（￥１,３１０） 朝食 昼食 夕食

１割負担金額＋食費３段階＋居住費 ¥361 ¥578 ¥506

食費・第３段階②（￥１,３６０）
居住費（￥１,３１０）
１割負担金額＋食費３段階＋居住費
食費・第４段階（￥１,９５０）
居住費（￥３,２００）
１割負担金額＋食費４段階＋居住費 朝食 昼食 夕食

2割負担金額＋食費４段階＋居住費 ¥487 ¥780 ¥683

3割負担金額＋食費４段階＋居住費

 ※　上記施設利用料金に処遇改善加算（総単位数×10.83）、特定処遇改善加算（総単位数×10.27）処遇改善ベースアップ加算（総単位数×10.6）が加算されます     ¥1,500
 ※　下記の個別加算と上記施設利用料金に、処遇改善加算（総単位数×10.83）特定処遇改善加算（総単位数×10.27）処遇改善ベースアップ加算（総単位数×10.6）が加算されます ¥1,500
☆彡 人員体制状況によって加算あり ¥1,500

¥1,000
☆彡 個別加算/対象者のみ

単位数 金額/回 ¥5,500
口腔衛生管理加算（Ⅱ） - -
認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 ¥3 ☆【介護保険の給付対象とならないサービス】
経口維持加算Ⅰ・Ⅱ - -
経口移行加算 28 ¥28
療養食加算 6 3/回

72 ¥72

144 ¥144

680 ¥680

看取り介護加算Ⅰ（死亡日） 1,280 ¥1,280

施設サービス費（標準負担額/３１日計算）　/　令和５年．1月1日-
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

単位数×日 単位数×日 単位数×日 単位数×日 単位数×日
652単位×31 720単位×31 793単位×31 862単位×31 929単位×31　
46単位×31 46単位×31 46単位×31 46単位×31 46単位×31
4単位×31 4単位×31 4単位×31 4単位×31 4単位×31
8単位×31 8単位×31 8単位×31 8単位×31 8単位×31
21単位×31 21単位×31 21単位×31 21単位×31 21単位×31
50単位×1 50単位×1 50単位×1 50単位×1 50単位×1
11単位×31 11単位×31 11単位×31 11単位×31 11単位×31
300単位×1 300単位×1 300単位×1 300単位×1 300単位×1
10単位×1 10単位×1 10単位×1 10単位×1 10単位×1
３単位×１ ３単位×１ ３単位×１ ３単位×１ ３単位×１

¥24,416 ¥26,619 ¥28,984 ¥31,219 ¥33,390

31日計算

¥9,300 ¥9,300 ¥9,300 ¥9,300 ¥9,300

¥48,833 ¥53,238 ¥57,968 ¥62,438 ¥66,779
¥73,249 ¥79,857 ¥86,952 ¥93,658 ¥100,169

¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420
¥59,136 ¥61,339 ¥63,704 ¥65,939 ¥68,110
¥12,090 ¥12,090 ¥12,090 ¥12,090 ¥12,090
¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420

（￥１,４４５/１日）

¥40,610 ¥40,610 ¥40,610 ¥40,610 ¥40,610

¥61,926 ¥64,129 ¥66,494 ¥68,729 ¥70,900
¥20,150 ¥20,150 ¥20,150 ¥20,150 ¥20,150

¥85,176 ¥87,379 ¥89,744 ¥91,979 ¥94,150
¥42,160 ¥42,160 ¥42,160 ¥42,160 ¥42,160
¥40,610 ¥40,610 ¥40,610 ¥40,610 ¥40,610
¥107,186 ¥109,389 ¥111,754 ¥113,989 ¥116,160

¥99,200 ¥99,200 ¥99,200 ¥99,200 ¥99,200 （￥１,950/１日）
¥60,450 ¥60,450 ¥60,450 ¥60,450 ¥60,450 　第４段階の食費内訳

¥232,899 ¥239,507 ¥246,602 ¥253,308 ¥259,819
行事食内訳（R2.4月～）

¥184,066 ¥186,269 ¥188,634 ¥190,869 ¥193,040
¥208,483 ¥212,888 ¥217,618 ¥222,088 ¥226,429

110×1月
3×31日
500×1月 内容 金額 内容

１月（新年祝賀会）

７月（丑の日）

９月（敬老祝賀会）

１１月（開苑記念会）

単位数/月又は日 合　計

金額

実費相当額

6×3回×31日 おやつ １日/¥１００ 入居者・家族の希望による特別な食事

- 各種施設が発行する証明書等の手数料 １通/¥２1０

看取り介護加算Ⅰ

（死亡日45日前～31日前）
-

理容・美容サービス １回/¥１,５００ 日用品

入居者・家族の希望による買い物代行サービス １回/¥５００ 教養娯楽

28×31日 持ち込み電化製品・電気代 １日１台/¥２０ 入居者・家族の希望による栄養補助食品

看取り介護加算Ⅰ

（死亡日前日及び前々日）
-

入居者・家族の希望による行事食 実費相当額 入居者・家族の希望による医療機関による往診

誕生月の希望による食事提供 １回/¥３００ 上記以外に施設が認めたサービス

看取り介護加算Ⅰ

（死亡日以前４日以上３０日以下）
-

送迎車サービス １kmあたり　¥２０ 健康管理（予防接種）

行政手続代行サービス １回/¥５００ 外部クリーニング


