
別添（２）
標準サービス料金表 （日額）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
559 単位 627 単位 697 単位 765 単位 832 単位

665 単位 733 単位 803 単位 871 単位 938 単位

738 単位 813 単位 891 単位 966 単位 1,041 単位

738 円 813 円 891 円 966 円 1,041 円

標準

標準

2,998 円 3,073 円 3,151 円 3,226 円 3,301 円

②居住費、食費の負担軽減  (*2)(*4) (日額)

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

738 円 813 円 891 円 966 円 1,041 円

減額

減額

1,758 円 1,833 円 1,911 円 1,986 円 2,061 円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

738 円 813 円 891 円 966 円 1,041 円

減額

減額

1,498 円 1,573 円 1,651 円 1,726 円 1,801 円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

738 円 813 円 891 円 966 円 1,041 円

免除

減額

1,038 円 1,113 円 1,191 円 1,266 円 1,341 円

(*1) 「処遇改善加算」は月間利用総単位数に11％(介護処遇8.3%＋特定処遇2.7%)を乗じた単位数を算定する。
(*2) 「介護保険負担限度額認定証」を市町村（保険者）より受けている場合には減免の対象となります。
(*3) 「介護保険負担割合証」に記載される負担割合となります。また、「高額介護サービス費」の対象となります。
(*4) 「介護保険負担限度額認定証」の適用外の居住費は原則実費をご負担いただきます。

860 円

看護体制加算Ⅱ

22 単位

特別養護老人ホームかもがわ荘（１割負担）

介護報酬単位
基本サービス

共
通
加
算

日常生活継続支援Ⅰ 36 単位

看護体制加算Ⅰ 6 単位

13 単位

個別機能訓練加算 12 単位

夜勤職員配置加算Ⅰ

14 単位

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 単位

栄養マネジメント加算

1.サービス費単位合計

3.自己負担額(1.×10×１割)(
*
3)

サービス利用料金（2.+3.+4.）日額

5.食費

2.自己負担額(2.×10円×1割)

3.居住費

4.居住費

2.処遇改善加算(11％)含む(*1)

1,400 円

サービス利用料金（2.+3.+4.）日額

利用者負担区分 第3段階

要介護度

370 円(*4)

4.食費 650 円

利用者負担区分 第2段階

要介護度

2.自己負担額(2.×10円×1割)

3.居住費 370 円(*4)

要介護度

4.食費 390 円

サービス利用料金（2.+3.+4.）日額

利用者負担区分 第1段階

サービス利用料金（2.+3.+4.）日額

2.自己負担額(2.×10円×1割)

3.居住費 0 円(*4)

4.食費 300 円



＜個別に発生する加算等の料金＞
①初期加算
②外泊加算
③看取り加算
④経口維持加算
⑤療養食加算
⑥配置医師緊急時対応加算
⑦口腔衛生管理加算
⑧排泄支援加算
⑨生活機能向上連携加算
⑩褥瘡マネジメント加算
⑪外泊時在宅サービス加算
⑫低栄養リスク改善加算
⑬再入所時栄養連携加算

対象者のみ 300単位／月

個
別
加
算

対象者のみ 400単位／回

対象者のみ 30単位／日
対象者のみ 246単位／日
対象者のみ 最大7028単位／看取り時
対象者のみ 400単位／月
対象者のみ 8単位／食
対象者のみ
対象者のみ 90単位／月
対象者のみ 100単位／月
対象者のみ 100単位／月
対象者のみ 10単位／3ヵ月毎
対象者のみ 560単位／回



別添（２）
標準サービス料金表 （日額）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
559 単位 627 単位 697 単位 765 単位 832 単位

665 単位 733 単位 803 単位 871 単位 938 単位

738 単位 813 単位 891 単位 966 単位 1,041 単位

1,476 円 1,626 円 1,782 円 1,932 円 2,082 円

標準

標準

3,736 円 3,886 円 4,042 円 4,192 円 4,342 円

(*1) 「処遇改善加算」は月間利用総単位数に11％(介護処遇8.3%＋特定処遇2.7%)を乗じた単位数を算定する。
(*2) 「介護保険負担割合証」に記載される負担割合となります。また、「高額介護サービス費」の対象となります。

別添（２）
標準サービス料金表 （日額）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
559 単位 627 単位 697 単位 765 単位 832 単位

665 単位 733 単位 803 単位 871 単位 938 単位

738 単位 813 単位 891 単位 966 単位 1,041 単位

2,214 円 2,439 円 2,673 円 2,898 円 3,123 円

標準

標準

4,474 円 4,699 円 4,933 円 5,158 円 5,383 円

(*1) 「処遇改善加算」は月間利用総単位数に11％(介護処遇8.3%＋特定処遇2.7%)を乗じた単位数を算定する。
(*2) 「介護保険負担割合証」に記載される負担割合となります。また、「高額介護サービス費」の対象となります。

4.食費 1,400 円

サービス利用料金（2.+3.+4.）日額

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 単位

1.サービス費単位合計

2.自己負担額(1.×10×3割)(
*
2)

3.居住費 860 円

2.処遇改善加算(11％)含む(*1)

特別養護老人ホームかもがわ荘（3割負担）

介護報酬単位
基本サービス

加
算

日常生活継続支援Ⅰ 36 単位

看護体制加算Ⅰ 6 単位

看護体制加算Ⅱ 13 単位

夜勤職員配置加算Ⅰ 22 単位

個別機能訓練加算 12 単位

栄養マネジメント加算 14 単位

特別養護老人ホームかもがわ荘（２割負担）

介護報酬単位
基本サービス

共
通
加
算

日常生活継続支援Ⅰ 36 単位

看護体制加算Ⅰ 6 単位

看護体制加算Ⅱ 13 単位

夜勤職員配置加算Ⅰ 22 単位

個別機能訓練加算 12 単位

栄養マネジメント加算 14 単位

5.食費 1,400 円

サービス利用料金（2.+3.+4.）日額

認知症専門ケア加算Ⅰ 3 単位

1.サービス費単位合計

3.自己負担額(1.×10×2割)(
*
2)

4.居住費 860 円

2.処遇改善加算(11％)含む(*1)


