
介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥1,221 ¥1,496 ¥415 ¥38,541
要介護２ ¥641 ¥1,289 ¥1,666 ¥462 ¥40,797
要介護３ ¥712 ¥1,360 ¥1,843 ¥511 ¥43,153
要介護４ ¥780 ¥1,428 ¥2,012 ¥558 ¥45,409
要介護５ ¥847 ¥1,495 ¥2,179 ¥604 ¥47,633

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥901 ¥1,496 ¥415 ¥28,941
要介護２ ¥641 ¥969 ¥1,666 ¥462 ¥31,197
要介護３ ¥712 ¥1,040 ¥1,843 ¥511 ¥33,553
要介護４ ¥780 ¥1,108 ¥2,012 ¥558 ¥35,809
要介護５ ¥847 ¥1,175 ¥2,179 ¥604 ¥38,033

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥1,411 ¥1,496 ¥415 ¥44,241
要介護２ ¥641 ¥1,479 ¥1,666 ¥462 ¥46,497
要介護３ ¥712 ¥1,550 ¥1,843 ¥511 ¥48,853
要介護４ ¥780 ¥1,618 ¥2,012 ¥558 ¥51,109
要介護５ ¥847 ¥1,685 ¥2,179 ¥604 ¥53,333

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥1,361 ¥1,496 ¥415 ¥42,741
要介護２ ¥641 ¥1,429 ¥1,666 ¥462 ¥44,997
要介護３ ¥712 ¥1,500 ¥1,843 ¥511 ¥47,353
要介護４ ¥780 ¥1,568 ¥2,012 ¥558 ¥49,609
要介護５ ¥847 ¥1,635 ¥2,179 ¥604 ¥51,833

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥2,071 ¥1,496 ¥415 ¥64,041
要介護２ ¥641 ¥2,139 ¥1,666 ¥462 ¥66,297
要介護３ ¥712 ¥2,210 ¥1,843 ¥511 ¥68,653
要介護４ ¥780 ¥2,278 ¥2,012 ¥558 ¥70,909
要介護５ ¥847 ¥2,345 ¥2,179 ¥604 ¥73,133

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥1,621 ¥1,496 ¥415 ¥50,541
要介護２ ¥641 ¥1,689 ¥1,666 ¥462 ¥52,797
要介護３ ¥712 ¥1,760 ¥1,843 ¥511 ¥55,153
要介護４ ¥780 ¥1,828 ¥2,012 ¥558 ¥57,409
要介護５ ¥847 ¥1,895 ¥2,179 ¥604 ¥59,633

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担限度額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥2,781 ¥1,496 ¥415 ¥85,341
要介護２ ¥641 ¥2,849 ¥1,666 ¥462 ¥87,597
要介護３ ¥712 ¥2,920 ¥1,843 ¥511 ¥89,953
要介護４ ¥780 ¥2,988 ¥2,012 ¥558 ¥92,209
要介護５ ¥847 ¥3,055 ¥2,179 ¥604 ¥94,433

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥2,331 ¥1,496 ¥415 ¥71,841
要介護２ ¥641 ¥2,399 ¥1,666 ¥462 ¥74,097
要介護３ ¥712 ¥2,470 ¥1,843 ¥511 ¥76,453
要介護４ ¥780 ¥2,538 ¥2,012 ¥558 ¥78,709
要介護５ ¥847 ¥2,605 ¥2,179 ¥604 ¥80,933

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥3,852 ¥1,496 ¥415 ¥117,471
要介護２ ¥641 ¥3,920 ¥1,666 ¥442 ¥119,708
要介護３ ¥712 ¥3,991 ¥1,843 ¥491 ¥122,064
要介護４ ¥780 ¥4,059 ¥2,012 ¥538 ¥124,320
要介護５ ¥847 ¥4,126 ¥2,179 ¥584 ¥126,543

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥573 ¥3,536 ¥1,496 ¥415 ¥107,991
要介護２ ¥641 ¥3,604 ¥1,666 ¥462 ¥110,247
要介護３ ¥712 ¥3,675 ¥1,843 ¥511 ¥112,603
要介護４ ¥780 ¥3,743 ¥2,012 ¥558 ¥114,859
要介護５ ¥847 ¥3,810 ¥2,179 ¥604 ¥117,083

¥22 ¥6 ¥370 ¥1,360

多床室 居住費 食費

第4段階・・・市町村民税本人のみ非課税者、市町村民税本人課税者　預貯金額が各段階に規定されている金額以上の方

従来型個室 居住費 食費 自己負担（１日） 自己負担（30日）

自己負担（１日） 自己負担（30日）

¥22

特別養護老人ホーム 微笑の里（従来型特養）料金表
令和3年8月1日現在

第1段階・・・生活保護受給者、市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

従来型個室 居住費 食費 自己負担（１日） 自己負担（30日）

自己負担（１日） 自己負担（30日）

¥22 ¥6 ¥0 ¥300

¥22 ¥6 ¥320 ¥300

多床室 居住費 食費

第2段階・・・市町村民税世帯非課税で所得と課税・非課税年金の合計が年間80万円以下　かつ預貯金額が単身650万円

従来型個室 居住費 食費 自己負担（１日） 自己負担（30日）

自己負担（１日） 自己負担（30日）

                 夫婦1650万円以上

多床室 居住費 食費

¥22 ¥6 ¥420 ¥390

多床室 居住費 食費

第3段階①・・・市町村民税世帯非課税で年金収入等の合計が年間80万円超120万円以下の方　かつ預貯金額が単身550万円

従来型個室 居住費 食費 自己負担（１日） 自己負担（30日）

自己負担（１日） 自己負担（30日）

                     夫婦1550万円以下

¥22 ¥6 ¥820 ¥650

¥6 ¥1,671 ¥1,580

食費

¥22 ¥6 ¥370 ¥390

¥22 ¥6 ¥370 ¥650

自己負担（１日） 自己負担（30日）

自己負担（１日） 自己負担（30日）

第3段階②・・・市町村民税世帯非課税で年金収入等が年間120万円超の方　かつ預貯金額が単身500万円・夫婦1500万円以下

¥22 ¥6 ¥820 ¥1,360

¥6 ¥1,355 ¥1,580

¥22

従来型個室 居住費 食費

多床室 居住費



介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥1,146 ¥4,453 ¥2,993 ¥829 ¥137,412
要介護２ ¥1,282 ¥4,589 ¥3,332 ¥923 ¥141,925
要介護３ ¥1,424 ¥4,731 ¥3,685 ¥1,021 ¥146,636
要介護４ ¥1,560 ¥4,867 ¥4,024 ¥1,115 ¥151,149
要介護５ ¥1,694 ¥5,001 ¥4,358 ¥1,208 ¥155,595

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥1,146 ¥4,137 ¥2,993 ¥829 ¥127,932
要介護２ ¥1,282 ¥4,273 ¥3,332 ¥923 ¥132,445
要介護３ ¥1,424 ¥4,415 ¥3,685 ¥1,021 ¥137,156
要介護４ ¥1,560 ¥4,551 ¥4,024 ¥1,115 ¥141,669
要介護５ ¥1,694 ¥4,685 ¥4,358 ¥1,208 ¥146,115

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥1,719 ¥5,054 ¥4,489 ¥1,244 ¥157,354
要介護２ ¥1,923 ¥5,258 ¥4,997 ¥1,385 ¥164,122
要介護３ ¥2,136 ¥5,471 ¥5,528 ¥1,532 ¥171,190
要介護４ ¥2,340 ¥5,675 ¥6,036 ¥1,673 ¥177,958
要介護５ ¥2,541 ¥5,876 ¥6,536 ¥1,811 ¥184,628

介護サービス費 夜勤職員配置ｻｰﾋﾞｽ提供体制強 介護職員処遇改善 介護職員等特定処遇改善

自己負担額 加算Ⅰイ 化加算Ⅲ 加算Ⅰ8.3% (30日） 加算Ⅱ2.3％（30日）

要介護１ ¥1,719 ¥4,738 ¥4,489 ¥1,244 ¥147,874
要介護２ ¥1,923 ¥4,942 ¥4,997 ¥1,385 ¥154,642
要介護３ ¥2,136 ¥5,155 ¥5,528 ¥1,532 ¥161,710
要介護４ ¥2,340 ¥5,359 ¥6,036 ¥1,673 ¥168,478
要介護５ ¥2,541 ¥5,560 ¥6,536 ¥1,811 ¥175,148

多床室 居住費

負担割合2割・・・合計所得160万以上（年金収入が単身：280万、2人以上：346万）以上の方

従来型個室 居住費 食費 自己負担（１日） 自己負担（30日）

自己負担（１日） 自己負担（30日）

¥44 ¥12 ¥1,355 ¥1,580

¥44 ¥12 ¥1,671 ¥1,580

従来型個室 居住費 食費

                       夫婦世帯の場合は463万円以上）の方
自己負担3割…合計所得220万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場合。

食費

自己負担（１日） 自己負担（30日）

¥66 ¥18 ¥1,671 ¥1,580

多床室 居住費 食費 自己負担（１日） 自己負担（30日）

¥66 ¥18 ¥1,355 ¥1,580


