
別紙　1

令和4年10月1日より実施

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

1 ¥5,230 ¥6,490 ¥6,960 ¥7,640 ¥8,380 ¥9,080 ¥9,760

2 ¥4,707 ¥5,841 ¥6,264 ¥6,876 ¥7,542 ¥8,172 ¥8,784

3 ¥523 ¥649 ¥696 ¥764 ¥838 ¥908 ¥976

4 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22 ¥22

5 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12

6 看護体制加算（Ⅳ）イ ¥23 ¥23 ¥23 ¥23 ¥23

7 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20 ¥20

8 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12 ¥12

9 ¥46 ¥57 ¥65 ¥71 ¥77 ¥83 ¥88

10 ¥15 ¥18 ¥21 ¥23 ¥25 ¥27 ¥29

11 ¥9 ¥11 ¥13 ¥14 ¥15 ¥16 ¥17

食事に係る自己負担額 第１段階

基本額：1,445円 第2段階

第3段階①

朝食：401円 第3段階②

昼食：522円・夕食：522円 第4段階以上

第１段階

滞在に係る 第2段階

自己負担額 第3段階①②

基本額：2,006円 第4段階以上

第１段階（併設型） ¥1,747 ¥1,889 ¥2,004 ¥2,080 ¥2,164 ¥2,243 ¥2,319

　　　　　　　 （空床型） ¥1,722 ¥1,864 ¥1,979 ¥2,056 ¥2,139 ¥2,218 ¥2,294

第2段階（併設型） ¥2,047 ¥2,189 ¥2,304 ¥2,380 ¥2,464 ¥2,543 ¥2,619

自己負担額 　　　　　　　 （空床型） ¥2,022 ¥2,164 ¥2,279 ¥2,356 ¥2,439 ¥2,518 ¥2,594

合計 第3段階①（併設型） ¥3,237 ¥3,379 ¥3,494 ¥3,570 ¥3,654 ¥3,733 ¥3,809

　　　　　　　 （空床型） ¥3,212 ¥3,354 ¥3,469 ¥3,546 ¥3,629 ¥3,708 ¥3,784

併設型 第3段階②（併設型） ¥3,237 ¥3,379 ¥3,494 ¥3,570 ¥3,654 ¥3,733 ¥3,809

（3+4+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　 （空床型） ¥3,212 ¥3,354 ¥3,469 ¥3,546 ¥3,629 ¥3,708 ¥3,784

空床型 第4段階以上（併設型） ¥4,078 ¥4,220 ¥4,335 ¥4,411 ¥4,495 ¥4,574 ¥4,650

（3+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　 （空床型） ¥4,053 ¥4,195 ¥4,310 ¥4,387 ¥4,470 ¥4,549 ¥4,625
※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。
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特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型） 1割負担分

滞在中のサービス利用料金

うち介護保険から給付される金額

サービス利用者に係る自己負担額

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算

¥600

¥1,000

¥1,300

¥1,445

12

サービス提供体制強化加算【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算



別紙　2

令和4年10月1日より実施

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

1 ¥5,140 ¥6,380 ¥6,840 ¥7,510 ¥8,240 ¥8,920 ¥9,590

2 ¥4,094 ¥5,082 ¥5,448 ¥5,982 ¥6,564 ¥7,104 ¥7,638

3 ¥1,046 ¥1,298 ¥1,392 ¥1,528 ¥1,676 ¥1,816 ¥1,952

4 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44 ¥44

5 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24

6 看護体制加算（Ⅳ）イ ¥46 ¥46 ¥46 ¥46 ¥46

7 ¥40 ¥40 ¥40 ¥40 ¥40

8 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24 ¥24

9 ¥92 ¥113 ¥130 ¥142 ¥154 ¥166 ¥177

10 ¥30 ¥37 ¥42 ¥46 ¥50 ¥54 ¥58

11 ¥18 ¥22 ¥25 ¥27 ¥30 ¥32 ¥34

食事に係る自己負担額

基本額：1,445円

朝食：401円

昼食：522円・夕食：522円 第4段階以上

滞在に係る

自己負担額

基本額：2,006円 第4段階以上

自己負担額

合計

併設型

（3+4+5+6+7+8+9+10）

空床型 第4段階以上（併設型） ¥4,705 ¥4,989 ¥5,219 ¥5,372 ¥5,539 ¥5,696 ¥5,849

（3+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　    （空床型） ¥4,656 ¥4,940 ¥5,169 ¥5,322 ¥5,489 ¥5,647 ¥5,800

¥2,006
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12

¥1,445

※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。
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2割負担分

滞在中のサービス利用料金

うち介護保険から給付される金額

サービス利用者に係る自己負担額

サービス提供体制強化加算【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型）

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算



別紙　3

令和4年10月1日より実施

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

1 ¥5,140 ¥6,380 ¥6,840 ¥7,510 ¥8,240 ¥8,920 ¥9,590

2 ¥3,571 ¥4,433 ¥4,752 ¥5,218 ¥5,726 ¥6,196 ¥6,662

3 ¥1,569 ¥1,947 ¥2,088 ¥2,292 ¥2,514 ¥2,724 ¥2,928

4 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66 ¥66

5 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36

6 看護体制加算（Ⅳ）イ ¥69 ¥69 ¥69 ¥69 ¥69

7 ¥60 ¥60 ¥60 ¥60 ¥60

8 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36 ¥36

9 ¥139 ¥170 ¥195 ¥212 ¥231 ¥248 ¥265

10 ¥45 ¥55 ¥64 ¥69 ¥75 ¥81 ¥86

11 ¥27 ¥33 ¥38 ¥41 ¥44 ¥48 ¥51

食事に係る自己負担額

基本額：1,445円

朝食：401円

昼食：522円・夕食：522円 第4段階以上

滞在に係る

自己負担額

基本額：2,006円 第4段階以上

自己負担額

合計

併設型

（3+4+5+6+7+8+9+10）

空床型 第4段階以上（併設型） ¥5,333 ¥5,758 ¥6,103 ¥6,332 ¥6,582 ¥6,819 ¥7,049

（3+5+6+7+8+9+10） 　　　　　　　    （空床型） ¥5,258 ¥5,684 ¥6,028 ¥6,258 ¥6,508 ¥6,745 ¥6,974
※　空床型の利用時はサービス提供体制強化加算は算定されません。

¥1,445
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¥2,006

夜勤職員配置加算（Ⅳ）

機能訓練体制加算

12
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介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

特別養護老人ホーム鹿屋長寿園

短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）利用料金表（併設型・空床型） 3割負担分

滞在中のサービス利用料金

うち介護保険から給付される金額

サービス利用者に係る自己負担額

サービス提供体制強化加算【併設型】

看護体制加算（Ⅲ）イ

介護職員処遇改善加算


