
（１）介護サービス費の一部負担額 （在宅強化型）（負担割合が１割の方）   令和 4年 10月 1日改定 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 702円/日 872円/日 934円/日 1,015円/日 1,082円/日 1,143円/日 1,205円/日 

個 室 661円/日 813円/日 847円/日 925円/日 993円/日 1,055円/日 1,114円/日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 23 円/日 ・認知症ケア加算 81 円/日 

・夜勤職員配置加算 25 円/日 ・若年性認知症利用者受入加算 128 円/日 

・個別リハビリテーション実施加算 256 円/日 ・緊急時施設療養費 553 円/日 

・送迎加算 196 円/片道 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 49 円/日 

・療養食加算 8 円/回 ・総合医学管理加算 293 円/日 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費※ （非課税）  ・多床室 683 円/日 ・個室 1,723 円/日 

食 費※ （非課税）  
・朝食   400円/日     ・昼食 750円/日     ・夕食 630円/日  

・おやつ 100円/日     ・特別な食費 実費 

教養娯楽費 （非課税）  206円/日       

日用品費  （非課税）  206円/日       

室 料 （税込）  ・個室Ⅰ 2,200円/日 ・個室Ⅱ 1,194円/日 ・個室Ⅲ 2,530円/日 

   ・カット 1,960 円  ・毛染め 4,400 円 

理 美 容 代 （税込）  ・パーマ 4,950 円  ・顔そり 770 円 

   ・洗髪 1,100 円     

電 気 代    （税込） 
 ・テレビ 52 円/日 ・電気毛布 30  円/日 

 ・携帯充電器 30 円/日    

そ の 他    （税込） 
 ・委託洗濯 891 円/回 ・特別な食事 実費 

 ・個室電話通話料      実費    

※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、表記された負担額となります。 
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（１）介護サービス費の一部負担額（基本型） （負担割合が１割の方）      令和 4年 10月 1日改定 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 651円/日 820円/日 883円/日 935円/日 1,002円/日 1,058円/日 1,116円/日 

個 室 616円/日 770円/日 803円/日 853円/日 919円/日 976円/日 1,031円/日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 23 円/日 ・認知症ケア加算 81 円/日 

・夜勤職員配置加算 25 円/日 ・若年性認知症利用者受入加算 128 円/日 

・個別リハビリテーション実施加算 256 円/日 ・緊急時施設療養費 553 円/日 

・送迎加算 196 円/片道 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 36 円/日 

・療養食加算 8 円/回 ・総合医学管理加算 293 円/日 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費※ （非課税）  ・多床室 683 円/日 ・個室 1,723 円/日 

食 費※ （非課税）  
・朝食   400円/日     ・昼食 750円/日     ・夕食 630円/日  

・おやつ 100円/日     ・特別な食費 実費 

教養娯楽費 （非課税）  206円/日       

日用品費  （非課税）  206円/日       

室 料 （税込）  ・個室Ⅰ 2,200円/日 ・個室Ⅱ 1,194円/日 ・個室Ⅲ 2,530円/日 

   ・カット 1,960 円  ・毛染め 4,400 円 

理 美 容 代 （税込）  ・パーマ 4,950 円  ・顔そり 770 円 

   ・洗髪 1,100 円     

電 気 代    （税込） 
 ・テレビ 52 円/日 ・電気毛布 30  円/日 

 ・携帯充電器 30 円/日    

そ の 他    （税込） 
 ・委託洗濯 891 円/回 ・特別な食事 実費 

 ・個室電話通話料      実費    

※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、表記された負担額となります。 
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（１）介護サービス費の一部負担額 （在宅強化型）（負担割合が 2割の方）  令和 4年 10月 1日改定 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 1,405円/日 1,745円/日 1,869円/日 2,031円/日 2,165円/日 2,287円/日 2,411円/日 

個 室 1,322円/日 1,627円/日 1,695円/日 1,851円/日 1,986円/日 2,110円/日 2,229円/日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 46 円/日 ・認知症ケア加算 162 円/日 

・夜勤職員配置加算 51 円/日 ・若年性認知症利用者受入加算 256 円/日 

・個別リハビリテーション実施加算 512 円/日 ・緊急時施設療養費 1,106 円/日 

・送迎加算 393 円/片道 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 98 円/日 

・療養食加算 17 円/回 ・総合医学管理加算 587 円/日 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税）  ・多床室 683 円/日 ・個室 1,723 円/日 

食 費 （非課税）  
・朝食   400円/日     ・昼食 750円/日     ・夕食 630円/日  

・おやつ 100円/日     ・特別な食費 実費 

教養娯楽費 （非課税）  206円/日       

日用品費  （非課税）  206円/日       

室 料 （税込）  ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

   ・カット 1,960 円  ・毛染め 4,400 円 

理 美 容 代 （税込）  ・パーマ 4,950 円  ・顔そり 770 円 

   ・洗髪 1,100 円     

電 気 代   （税込） 
 ・テレビ 52 円/日 ・電気毛布 30  円/日 

 ・携帯充電器 30 円/日    

そ の 他   （税込） 
 ・委託洗濯 891 円/回 ・特別な食事 実費 

 ・個室電話通話料      実費    
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（１）介護サービス費の一部負担額（基本型） （負担割合が 2割の方）     令和 4年 10月 1日改定 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 1,302円/日 1,640円/日 1,766円/日 1,871円/日 2,005円/日 2,116円/日 2,232円/日 

個 室 1,232円/日 1,540円/日 1,606円/日 1,706円/日 1,839円/日 1,952円/日 2,063円/日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 46 円/日 ・認知症ケア加算 162 円/日 

・夜勤職員配置加算 51 円/日 ・若年性認知症利用者受入加算 256 円/日 

・個別リハビリテーション実施加算 512 円/日 ・緊急時施設療養費 1,106 円/日 

・送迎加算 393 円/片道 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 72 円/日 

・療養食加算 17 円/回 ・総合医学管理加算 587 円/日 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税）  ・多床室 683 円/日 ・個室 1,723 円/日 

食 費 （非課税）  
・朝食   400円/日     ・昼食 750円/日     ・夕食 630円/日  

・おやつ 100円/日     ・特別な食費 実費 

教養娯楽費 （非課税）  206円/日       

日用品費  （非課税）  206円/日       

室 料 （税込）  ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

   ・カット 1,960 円  ・毛染め 4,400 円 

理 美 容 代 （税込）  ・パーマ 4,950 円  ・顔そり 770 円 

   ・洗髪 1,100 円     

電 気 代   （税込） 
 ・テレビ 52 円/日 ・電気毛布 30  円/日 

 ・携帯充電器 30 円/日    

そ の 他   （税込） 
 ・委託洗濯 891 円/回 ・特別な食事 実費 

 ・個室電話通話料      実費    
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（１）介護サービス費の一部負担額（在宅強化型） （負担割合が 3割の方）  令和 4年 10月 1日改定 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 2,108円/日 2,617円/日 2,803円/日 3,046円/日 3,248円/日 3,431円/日 3,617円/日 

個 室 1,983円/日 2,441円/日 2,543円/日 2,777円/日 2,979円/日 3,165円/日 3,344円/日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 70 円/日 ・認知症ケア加算 243 円/日 

・夜勤職員配置加算 76 円/日 ・若年性認知症利用者受入加算 384 円/日 

・個別リハビリテーション実施加算 768 円/日 ・緊急時施設療養費 1,659 円/日 

・送迎加算 589 円/片道 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 147 円/日 

・療養食加算 25 円/回 ・総合医学管理加算 881 円/日 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税）  ・多床室 683 円/日 ・個室 1,723 円/日 

食 費 （非課税）  
・朝食   400円/日     ・昼食 750円/日     ・夕食 630円/日  

・おやつ 100円/日     ・特別な食費 実費 

教養娯楽費 （非課税）  206円/日       

日用品費  （非課税）  206円/日       

室 料 （税込）  ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

   ・カット 1,960 円  ・毛染め 4,400 円 

理 美 容 代 （税込）  ・パーマ 4,950 円  ・顔そり 770 円 

   ・洗髪 1,100 円     

電 気 代   （税込） 
 ・テレビ 52 円/日 ・電気毛布 30  円/日 

 ・携帯充電器 30 円/日    

そ の 他   （税込） 
 ・委託洗濯 891 円/回 ・特別な食事 実費 

 ・個室電話通話料      実費    

 

                 様 利用料金  
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（１）介護サービス費の一部負担額（基本型） （負担割合が 3割の方）      令和 4年 10月 1日改定 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

多床室 1,954円/日 2,460円/日 2,649円/日 2,806円/日 3,008円/日 3,174円/日 3,348円/日 

個 室 1,848円/日 2,310円/日 2,409円/日 2,559円/日 2,758円/日 2,928円/日 3,094円/日 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 70 円/日 ・認知症ケア加算 243 円/日 

・夜勤職員配置加算 76 円/日 ・若年性認知症利用者受入加算 384 円/日 

・個別リハビリテーション実施加算 768 円/日 ・緊急時施設療養費 1,659 円/日 

・送迎加算 589 円/片道 ・在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 108 円/日 

・療養食加算 25 円/回 ・総合医学管理加算 881 円/日 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 3.9％に相当する額 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 介護サービス費計の 2.1％に相当する額 

・介護職員等ベースアップ等支援加算 介護サービス費計の 0.8％に相当する額 

（２）介護保険給付外サービス 

居 住 費 （非課税）  ・多床室 683 円/日 ・個室 1,723 円/日 

食 費 （非課税）  
・朝食   400円/日     ・昼食 750円/日     ・夕食 630円/日  

・おやつ 100円/日     ・特別な食費 実費 

教養娯楽費 （非課税）  206円/日       

日用品費  （非課税）  206円/日       

室 料 （税込）  ・個室Ⅰ 2,200円/日  ・個室Ⅱ 1,194円/日  ・個室Ⅲ 2,530円/日 

   ・カット 1,960 円  ・毛染め 4,400 円 

理 美 容 代 （税込）  ・パーマ 4,950 円  ・顔そり 770 円 

   ・洗髪 1,100 円     

電 気 代   （税込） 
 ・テレビ 52 円/日 ・電気毛布 30  円/日 

 ・携帯充電器 30 円/日    

そ の 他   （税込） 
 ・委託洗濯 891 円/回 ・特別な食事 実費 

 ・個室電話通話料      実費    
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