
 1日のご利用料金　（ショートステイ）　　　
要介護度、利用者負担限度額区分など各種条件により利用料金が異なります。

多床室、従来型個室など居室のタイプにより居住費が異なります。

◎　第１段階　(・市民税非課税世帯で老齢年金受給の  ・生活保護受給の方) 地域加算 10.88

【多床室（2人～4人）】 【従来型個室】

認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担 認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 ¥4,852 300 0 ¥785 ¥1,270 ¥1,756 要支援1 ¥4,852 300 320 ¥1,105 ¥1,590 ¥2,076

要支援2 ¥6,038 300 0 ¥904 ¥1,508 ¥2,112 要支援2 ¥6,038 300 320 ¥1,224 ¥1,828 ¥2,432

介護 1 ¥6,484 300 0 ¥948 ¥1,597 ¥2,245 介護 1 ¥6,484 300 320 ¥1,268 ¥1,917 ¥2,565

介護 2 ¥7,235 300 0 ¥1,024 ¥1,747 ¥2,471 介護 2 ¥7,235 300 320 ¥1,344 ¥2,067 ¥2,791

介護 3 ¥8,019 300 0 ¥1,102 ¥1,904 ¥2,706 介護 3 ¥8,019 300 320 ¥1,422 ¥2,224 ¥3,026

介護 4 ¥8,769 300 0 ¥1,177 ¥2,054 ¥2,931 介護 4 ¥8,769 300 320 ¥1,497 ¥2,374 ¥3,251

介護 5 ¥9,509 300 0 ¥1,251 ¥2,202 ¥3,153 介護 5 ¥9,509 300 320 ¥1,571 ¥2,522 ¥3,473

◎　第２段階　(・市民税非課税世帯の方で合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が80万円以下の方)

【多床室（2人～4人）】 【従来型個室】

認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担 認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 ¥4,852 600 370 ¥1,455 ¥1,940 ¥2,426 要支援1 ¥4,852 600 420 ¥1,505 ¥1,990 ¥2,476

要支援2 ¥6,038 600 370 ¥1,574 ¥2,178 ¥2,782 要支援2 ¥6,038 600 420 ¥1,624 ¥2,228 ¥2,832

介護 1 ¥6,484 600 370 ¥1,618 ¥2,267 ¥2,915 介護 1 ¥6,484 600 420 ¥1,668 ¥2,317 ¥2,965

介護 2 ¥7,235 600 370 ¥1,694 ¥2,417 ¥3,141 介護 2 ¥7,235 600 420 ¥1,744 ¥2,467 ¥3,191

介護 3 ¥8,019 600 370 ¥1,772 ¥2,574 ¥3,376 介護 3 ¥8,019 600 420 ¥1,822 ¥2,624 ¥3,426

介護 4 ¥8,769 600 370 ¥1,847 ¥2,724 ¥3,601 介護 4 ¥8,769 600 420 ¥1,897 ¥2,774 ¥3,651

介護 5 ¥9,509 600 370 ¥1,921 ¥2,872 ¥3,823 介護 5 ¥9,509 600 420 ¥1,971 ¥2,922 ¥3,873

◎　第３段階　①　(・市民税非課税世帯の方で年金収入等80万円超え120万円以下)

【多床室（2人～4人）】 【従来型個室】

認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担 認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 ¥4,852 1,000 370 ¥1,855 ¥2,340 ¥2,826 要支援1 ¥4,852 1,000 820 ¥2,305 ¥2,790 ¥3,276

要支援2 ¥6,038 1,000 370 ¥1,974 ¥2,578 ¥3,182 要支援2 ¥6,038 1,000 820 ¥2,424 ¥3,028 ¥3,632

介護 1 ¥6,484 1,000 370 ¥2,018 ¥2,667 ¥3,315 介護 1 ¥6,484 1,000 820 ¥2,468 ¥3,117 ¥3,765

介護 2 ¥7,235 1,000 370 ¥2,094 ¥2,817 ¥3,541 介護 2 ¥7,235 1,000 820 ¥2,544 ¥3,267 ¥3,991

介護 3 ¥8,019 1,000 370 ¥2,172 ¥2,974 ¥3,776 介護 3 ¥8,019 1,000 820 ¥2,622 ¥3,424 ¥4,226

介護 4 ¥8,769 1,000 370 ¥2,247 ¥3,124 ¥4,001 介護 4 ¥8,769 1,000 820 ¥2,697 ¥3,574 ¥4,451

介護 5 ¥9,509 1,000 370 ¥2,321 ¥3,272 ¥4,223 介護 5 ¥9,509 1,000 820 ¥2,771 ¥3,722 ¥4,673

◎　第３段階　②　(・市民税非課税世帯の方で年金収入120万円超)

【多床室（2人～4人）】 【従来型個室】

認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担 認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 ¥4,852 1,300 370 ¥2,155 ¥2,640 ¥3,126 要支援1 ¥4,852 1,300 820 ¥2,605 ¥3,090 ¥3,576

要支援2 ¥6,038 1,300 370 ¥2,274 ¥2,878 ¥3,482 要支援2 ¥6,038 1,300 820 ¥2,724 ¥3,328 ¥3,932

介護 1 ¥6,484 1,300 370 ¥2,318 ¥2,967 ¥3,615 介護 1 ¥6,484 1,300 820 ¥2,768 ¥3,417 ¥4,065

介護 2 ¥7,235 1,300 370 ¥2,394 ¥3,117 ¥3,841 介護 2 ¥7,235 1,300 820 ¥2,844 ¥3,567 ¥4,291

介護 3 ¥8,019 1,300 370 ¥2,472 ¥3,274 ¥4,076 介護 3 ¥8,019 1,300 820 ¥2,922 ¥3,724 ¥4,526

介護 4 ¥8,769 1,300 370 ¥2,547 ¥3,424 ¥4,301 介護 4 ¥8,769 1,300 820 ¥2,997 ¥3,874 ¥4,751

介護 5 ¥9,509 1,300 370 ¥2,621 ¥3,572 ¥4,523 介護 5 ¥9,509 1,300 820 ¥3,071 ¥4,022 ¥4,973

◎　第４段階　(・市民税課税世帯の方)

【多床室（2人～4人）】 【従来型個室】

認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担 認定 基本料金 食費 居住費 1割負担 2割負担 3割負担

要支援1 ¥4,852 1,604 1,088 ¥3,177 ¥3,662 ¥4,148 要支援1 ¥4,852 1,604 1,145 ¥3,234 ¥3,719 ¥4,205

要支援2 ¥6,038 1,604 1,088 ¥3,296 ¥3,900 ¥4,504 要支援2 ¥6,038 1,604 1,145 ¥3,353 ¥3,957 ¥4,561

介護 1 ¥6,484 1,604 1,088 ¥3,340 ¥3,989 ¥4,637 介護 1 ¥6,484 1,604 1,145 ¥3,397 ¥4,046 ¥4,694

介護 2 ¥7,235 1,604 1,088 ¥3,416 ¥4,139 ¥4,863 介護 2 ¥7,235 1,604 1,145 ¥3,473 ¥4,196 ¥4,920

介護 3 ¥8,019 1,604 1,088 ¥3,494 ¥4,296 ¥5,098 介護 3 ¥8,019 1,604 1,145 ¥3,551 ¥4,353 ¥5,155

介護 4 ¥8,769 1,604 1,088 ¥3,569 ¥4,446 ¥5,323 介護 4 ¥8,769 1,604 1,145 ¥3,626 ¥4,503 ¥5,380

介護 5 ¥9,509 1,604 1,088 ¥3,643 ¥4,594 ¥5,545 介護 5 ¥9,509 1,604 1,145 ¥3,700 ¥4,651 ¥5,602

【多床室（2人～4人）】 【従来型個室】

認定 基本料金 食費 居住費 認定 基本料金 食費 居住費

要支援1 ¥4,852 ¥1,604 ¥1,088 要支援1 ¥4,852 ¥1,604 ¥1,145

要支援2 ¥6,038 ¥1,604 ¥1,088 要支援2 ¥6,038 ¥1,604 ¥1,145

介護 1 ¥6,484 ¥1,604 ¥1,088 介護 1 ¥6,484 ¥1,604 ¥1,145

介護 2 ¥7,235 ¥1,604 ¥1,088 介護 2 ¥7,235 ¥1,604 ¥1,145

介護 3 ¥8,019 ¥1,604 ¥1,088 介護 3 ¥8,019 ¥1,604 ¥1,145

介護 4 ¥8,769 ¥1,604 ¥1,088 介護 4 ¥8,769 ¥1,604 ¥1,145

介護 5 ¥9,509 ¥1,604 ¥1,088 介護 5 ¥9,509 ¥1,604 ¥1,145

¥10,711 ¥10,768

¥11,461 ¥11,518

¥12,201 ¥12,258

¥8,730 ¥8,787

¥9,176 ¥9,233

¥9,927 ¥9,984

¥7,544 ¥7,601

※令和3年8月1日改正　

◎　30日越え（31日目、全実費負担） ◎　30日越え（31日目、全実費負担）

10割負担 10割負担



上記金額に、下記金額が加算されます。　ご利用者により加算の内容が異なる場合があります。

地域加算 10.88

【その他施設サービス加算】

1日負担額 1割負担 3割負担

120 ¥1,306 ¥131 ¥392

13 ¥141 ¥14 ¥42

1日につき 90 ¥979 ¥98 ¥294

片道 184 ¥2,002 ¥200 ¥601

※その他、嗜好飲料などはご利用者負担となります。

※ご利用料金に関してご不明な点はお問い合わせください。

送迎加算 ¥400 居宅から事業所間の送り迎え

若年性認知症入所者受入加算

日1回

¥261 初老期における認知症によって要介護者となった入所者

夜勤職員配置加算Ⅰ ¥28
夕方から翌朝にかけての時間帯に配置する職員の
労働時間が一定要件

緊急時短期入所受入加算

①ケアプランで計画的に行う事になっていない短期入所生活
介護を緊急に行った場合。ケアマネジャーが緊急に短期入所
生活介護を受ける事が必要と認めたもの。（7日算定）
②日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情
がある場合。（14日算定）

¥196

サービス項目 基本単位数 2割負担 施設サービス加算の概要

介護職員処遇改善加算Ⅰ

月1 回

1ヶ月の総単位数×83/1000×負担率  介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施
（全体加算）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ
1ヶ月の総単位数×23/1000×負担率  介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施

（全体加算）


