
１介護費用　（介護福祉施設サービス費）１割負担　　　　　　　　　　　単位数単価：10.27円

月額施設

サービス費

食費（1日） 居住費（1日） 月額料金（30日）

要介護　１ 個　室 ¥17,220 ¥300 ¥320 ¥35,820

多床室 ¥17,220 ¥300 ¥0 ¥26,220

要介護　２ 個　室 ¥19,320 ¥300 ¥320 ¥37,920

多床室 ¥19,320 ¥300 ¥0 ¥28,320

要介護　３ 個　室 ¥21,480 ¥300 ¥320 ¥40,080

多床室 ¥21,480 ¥300 ¥0 ¥30,480

要介護　４ 個　室 ¥23,580 ¥300 ¥320 ¥42,180

多床室 ¥23,580 ¥300 ¥0 ¥32,580

要介護　５ 個　室 ¥25,650 ¥300 ¥320 ¥44,250

多床室 ¥25,650 ¥300 ¥0 ¥34,650

要介護　１ 個　室 ¥17,220 ¥390 ¥420 ¥41,520

多床室 ¥17,220 ¥390 ¥370 ¥40,020

要介護　２ 個　室 ¥19,320 ¥390 ¥420 ¥43,620

多床室 ¥19,320 ¥390 ¥370 ¥42,120

要介護　３ 個　室 ¥21,480 ¥390 ¥420 ¥45,780

多床室 ¥21,480 ¥390 ¥370 ¥44,280

要介護　４ 個　室 ¥23,580 ¥390 ¥420 ¥47,880

多床室 ¥23,580 ¥390 ¥370 ¥46,380

要介護　５ 個　室 ¥25,650 ¥390 ¥420 ¥49,950

多床室 ¥25,650 ¥390 ¥370 ¥48,450

要介護　１ 個　室 ¥17,220 ¥650 ¥820 ¥61,320

多床室 ¥17,220 ¥650 ¥370 ¥47,820

要介護　２ 個　室 ¥19,320 ¥650 ¥820 ¥63,420

多床室 ¥19,320 ¥650 ¥370 ¥49,920

要介護　３ 個　室 ¥21,480 ¥650 ¥820 ¥65,580

多床室 ¥21,480 ¥650 ¥370 ¥52,080

要介護　４ 個　室 ¥23,580 ¥650 ¥820 ¥67,680

多床室 ¥23,580 ¥650 ¥370 ¥54,180

要介護　５ 個　室 ¥25,650 ¥650 ¥820 ¥69,750

多床室 ¥25,650 ¥650 ¥370 ¥56,250

要介護　１ 個　室 ¥17,220 ¥1,392 ¥1,171 ¥94,110

多床室 ¥17,220 ¥1,392 ¥855 ¥84,630

要介護　２ 個　室 ¥19,320 ¥1,392 ¥1,171 ¥96,210

多床室 ¥19,320 ¥1,392 ¥855 ¥86,730

要介護　３ 個　室 ¥21,480 ¥1,392 ¥1,171 ¥98,370

多床室 ¥21,480 ¥1,392 ¥855 ¥88,890

利用者負担　第１段階　（老齢福祉年金受給者・生活保護受給者）

介護認定及び室別

利用者負担　第２段階　（住民税非課税で課税対象収入８０万円以下）

利用者負担　第３段階　（住民税非課税で第２段階以外）

利用者負担　第４段階　（住民税非課税で第２段階以外）



要介護　４ 個　室 ¥23,580 ¥1,392 ¥1,171 ¥100,470

多床室 ¥23,580 ¥1,392 ¥855 ¥90,990

要介護　５ 個　室 ¥25,650 ¥1,392 ¥1,171 ¥102,540

多床室 ¥25,650 ¥1,392 ¥855 ¥93,060

※上表は基本部分になります。加算は別途算定されますので詳細は施設にお問い合わせください。

※生活保護受給者には個室の設定はありません。



１介護費用　（介護福祉施設サービス費）2割負担　　　　　　　　　　　単位数単価：10.27円

月額施設

サービス費

食費（1日） 居住費（1日） 月額料金（30日）

要介護　１ 個　室 ¥34,440 ¥300 ¥320 ¥53,040

多床室 ¥34,440 ¥300 ¥0 ¥43,440

要介護　２ 個　室 ¥38,640 ¥300 ¥320 ¥57,240

多床室 ¥38,640 ¥300 ¥0 ¥47,640

要介護　３ 個　室 ¥42,960 ¥300 ¥320 ¥61,560

多床室 ¥42,960 ¥300 ¥0 ¥51,960

要介護　４ 個　室 ¥47,130 ¥300 ¥320 ¥65,730

多床室 ¥47,130 ¥300 ¥0 ¥56,130

要介護　５ 個　室 ¥51,270 ¥300 ¥320 ¥69,870

多床室 ¥51,270 ¥300 ¥0 ¥60,270

要介護　１ 個　室 ¥34,440 ¥390 ¥420 ¥58,740

多床室 ¥34,440 ¥390 ¥370 ¥57,240

要介護　２ 個　室 ¥38,640 ¥390 ¥420 ¥62,940

多床室 ¥38,640 ¥390 ¥370 ¥61,440

要介護　３ 個　室 ¥42,960 ¥390 ¥420 ¥67,260

多床室 ¥42,960 ¥390 ¥370 ¥65,760

要介護　４ 個　室 ¥47,130 ¥390 ¥420 ¥71,430

多床室 ¥47,130 ¥390 ¥370 ¥69,930

要介護　５ 個　室 ¥51,270 ¥390 ¥420 ¥75,570

多床室 ¥51,270 ¥390 ¥370 ¥74,070

要介護　１ 個　室 ¥34,440 ¥650 ¥820 ¥78,540

多床室 ¥34,440 ¥650 ¥370 ¥65,040

要介護　２ 個　室 ¥38,640 ¥650 ¥820 ¥82,740

多床室 ¥38,640 ¥650 ¥370 ¥69,240

要介護　３ 個　室 ¥42,960 ¥650 ¥820 ¥87,060

多床室 ¥42,960 ¥650 ¥370 ¥73,560

要介護　４ 個　室 ¥47,130 ¥650 ¥820 ¥91,230

多床室 ¥47,130 ¥650 ¥370 ¥77,730

要介護　５ 個　室 ¥51,270 ¥650 ¥820 ¥95,370

多床室 ¥51,270 ¥650 ¥370 ¥81,870

要介護　１ 個　室 ¥34,440 ¥1,392 ¥1,171 ¥111,330

多床室 ¥34,440 ¥1,392 ¥855 ¥101,850

要介護　２ 個　室 ¥38,640 ¥1,392 ¥1,171 ¥115,530

多床室 ¥38,640 ¥1,392 ¥855 ¥106,050

要介護　３ 個　室 ¥42,960 ¥1,392 ¥1,171 ¥119,850

多床室 ¥42,960 ¥1,392 ¥855 ¥110,370

利用者負担　第１段階　（老齢福祉年金受給者・生活保護受給者）

介護認定及び室別

利用者負担　第２段階　（住民税非課税で課税対象収入８０万円以下）

利用者負担　第３段階　（住民税非課税で第２段階以外）

利用者負担　第４段階　（住民税非課税で第２段階以外）



要介護　４ 個　室 ¥47,130 ¥1,392 ¥1,171 ¥124,020

多床室 ¥47,130 ¥1,392 ¥855 ¥114,540

要介護　５ 個　室 ¥51,270 ¥1,392 ¥1,171 ¥128,160

多床室 ¥51,270 ¥1,392 ¥855 ¥118,680

※上表は基本部分になります。加算は別途算定されますので詳細は施設にお問い合わせください。

※生活保護受給者には個室の設定はありません。



１介護費用　（介護福祉施設サービス費）3割負担　　　　　　　　　　　単位数単価：10.27円

月額施設

サービス費

食費（1日） 居住費（1日） 月額料金（30日）

要介護　１ 個　室 ¥51,660 ¥300 ¥320 ¥70,260

多床室 ¥51,660 ¥300 ¥0 ¥60,660

要介護　２ 個　室 ¥57,960 ¥300 ¥320 ¥76,560

多床室 ¥57,960 ¥300 ¥0 ¥66,960

要介護　３ 個　室 ¥64,440 ¥300 ¥320 ¥83,040

多床室 ¥64,440 ¥300 ¥0 ¥73,440

要介護　４ 個　室 ¥70,710 ¥300 ¥320 ¥89,310

多床室 ¥70,710 ¥300 ¥0 ¥79,710

要介護　５ 個　室 ¥76,890 ¥300 ¥320 ¥95,490

多床室 ¥76,890 ¥300 ¥0 ¥85,890

要介護　１ 個　室 ¥51,660 ¥390 ¥420 ¥75,960

多床室 ¥51,660 ¥390 ¥370 ¥74,460

要介護　２ 個　室 ¥57,960 ¥390 ¥420 ¥82,260

多床室 ¥57,960 ¥390 ¥370 ¥80,760

要介護　３ 個　室 ¥64,440 ¥390 ¥420 ¥88,740

多床室 ¥64,440 ¥390 ¥370 ¥87,240

要介護　４ 個　室 ¥70,710 ¥390 ¥420 ¥95,010

多床室 ¥70,710 ¥390 ¥370 ¥93,510

要介護　５ 個　室 ¥76,890 ¥390 ¥420 ¥101,190

多床室 ¥76,890 ¥390 ¥370 ¥99,690

要介護　１ 個　室 ¥51,660 ¥650 ¥820 ¥95,760

多床室 ¥51,660 ¥650 ¥370 ¥82,260

要介護　２ 個　室 ¥57,960 ¥650 ¥820 ¥102,060

多床室 ¥57,960 ¥650 ¥370 ¥88,560

要介護　３ 個　室 ¥64,440 ¥650 ¥820 ¥108,540

多床室 ¥64,440 ¥650 ¥370 ¥95,040

要介護　４ 個　室 ¥70,710 ¥650 ¥820 ¥114,810

多床室 ¥70,710 ¥650 ¥370 ¥101,310

要介護　５ 個　室 ¥76,890 ¥650 ¥820 ¥120,990

多床室 ¥76,890 ¥650 ¥370 ¥107,490

要介護　１ 個　室 ¥51,660 ¥1,392 ¥1,171 ¥128,550

多床室 ¥51,660 ¥1,392 ¥855 ¥119,070

要介護　２ 個　室 ¥57,960 ¥1,392 ¥1,171 ¥134,850

多床室 ¥57,960 ¥1,392 ¥855 ¥125,370

要介護　３ 個　室 ¥64,440 ¥1,392 ¥1,171 ¥141,330

多床室 ¥64,440 ¥1,392 ¥855 ¥131,850

利用者負担　第１段階　（老齢福祉年金受給者・生活保護受給者）

介護認定及び室別

利用者負担　第２段階　（住民税非課税で課税対象収入８０万円以下）

利用者負担　第３段階　（住民税非課税で第２段階以外）

利用者負担　第４段階　（住民税非課税で第２段階以外）



要介護　４ 個　室 ¥70,710 ¥1,392 ¥1,171 ¥147,600

多床室 ¥70,710 ¥1,392 ¥855 ¥138,120

要介護　５ 個　室 ¥76,890 ¥1,392 ¥1,171 ¥153,780

多床室 ¥76,890 ¥1,392 ¥855 ¥144,300

※上表は基本部分になります。加算は別途算定されますので詳細は施設にお問い合わせください。

※生活保護受給者には個室の設定はありません。


