
サービス提供費 生活費 居住費 合計
1 10,000 44,122 27,700 81,822
2 13,000 44,122 27,700 84,822
3 16,000 44,122 27,700 87,822
4 18,285 44,122 27,700 90,107

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
１割負担 16,140 18,120 20,220 22,140 24,210
介護費 12,907 18,179 23,452 28,724 28,908

計 29,047 36,299 43,672 50,864 53,118

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
２割負担 32,280 36,240 40,440 44,280 48,420
介護費 12,907 18,179 23,452 28,724 28,908

計 45,187 54,419 63,892 73,004 77,328

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
３割負担 48,420 54,360 60,660 66,420 72,630
介護費 12,907 18,179 23,452 28,724 28,908

計 61,327 72,539 84,112 95,144 101,538

日額１割 日額２割 日額３割
¥12 ¥24 ¥36

￥20/月 ￥40/月 ￥60/月
¥3 ¥6 ¥9
¥4 ¥8 ¥12

￥20/回 ￥40/回 ￥60/回
¥36 ¥72 ¥108
¥22 ¥44 ¥66

￥30/月 ￥60/月 ￥90/月
￥60/月 ￥120/月 ￥180/月

¥10 ¥20 ¥30
¥30 ¥60 ¥90

\80/月 \160/月 \240/月
\100/月 \200/月 \300/月
\200/月 \400/月 \600/月
￥40/月 ￥80/月 ￥120/月

¥72 ¥144 ¥216
¥144 ¥288 ¥432
¥680 ¥1,360 ¥2,040

¥1,280 ¥2,560 ¥3,840
¥572 ¥1,144 ¥1,716
¥644 ¥1,288 ¥1,932

¥1,180 ¥2,360 ¥3,540
¥1,780 ¥3,560 ¥5,340

¥22 ¥44 ¥66
¥18 ¥36 ¥54
¥6 ¥12 ¥18

令和3年4月１日　現在

　看取り介護加算(Ⅱ)当日

　科学的介護推進体制加算

　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　入居継続支援加算(Ⅱ)
　入居継続支援加算(Ⅰ)

　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　看取り介護加算(Ⅰ)当日
　看取り介護加算(Ⅱ)31-45日前

（介護認定を受けていて、要支援１以上の方）

　ADL維持等加算(Ⅰ)

　看取り介護加算(Ⅰ)31-45日前
　看取り介護加算(Ⅰ)4-30日前

　医療機関連携加算

　看取り介護加算(Ⅱ)前日、前々日

　認知症専門ケア加算(Ⅱ)

　ADL維持等加算(Ⅱ)

　生活機能向上連携加算(Ⅰ)

　看取り介護加算(Ⅰ)前日、前々日

　看取り介護加算(Ⅱ)4-30日前

　口腔・栄養スクリーニング加算

　介護保険３割負担（非課税）＋介護費（内税）　（３０日あたり）

　介護保険２割負担（非課税）＋介護費（内税）　（３０日あたり）

上記料金に以下の料金が必要になります。

上記以外に介護保険適用の加算があります。（非課税）

　退院・退所時連携加算
　夜間看護体制加算

　認知症専門ケア加算(Ⅰ)

加　算　名

1,700,001円以上

　個別機能訓練加算(Ⅱ)

階層区分
対象収入（年…１月～１２月）

1，500，000円以下
1，500，001円～1，600，000円

　利用に要した介護報酬額（介護職員処遇改善加算を除く）の１０００分１８

　生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1，600，001円～1，700，000円

　個別機能訓練加算(Ⅰ)

軽費老人ホームケアハウス博愛みちしお　料金表（特定施設）

　利用に要した介護報酬額の１０００分８２　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

基本利用料（月額）

　介護保険１割負担（非課税）＋介護費（内税）　（３０日あたり）



要支援１ 要支援２
１割負担 5,460 9,330
介護費 8,180 12,907

計 13,640 22,237

要支援１ 要支援２
２割負担 10,920 18,660
介護費 8,180 12,907

計 19,100 31,567

要支援１ 要支援２
３割負担 16,380 27,990
介護費 8,180 12,907

計 24,560 40,897

日額１割 日額２割 日額３割
¥12 ¥24 ¥36

￥20/月 ￥40/月 ￥60/月
¥3 ¥6 ¥9
¥4 ¥8 ¥12

￥20/回 ￥40/回 ￥60/回
\80/月 \160/月 \240/月

\100/月 \200/月 \300/月
\200/月 \400/月 \600/月
￥40/月 ￥80/月 ￥120/月

¥22 ¥44 ¥66
¥18 ¥36 ¥54
¥6 ¥12 ¥18

その他
※

■

　医療機関連携加算
　生活機能向上連携加算(Ⅰ)
　生活機能向上連携加算(Ⅱ)

　個別機能訓練加算(Ⅰ)
　個別機能訓練加算(Ⅱ)
　認知症専門ケア加算(Ⅰ)

　介護予防特定施設入居者生活介護費【介護保険１割負担（非課税）＋介護費（内税）】（３０日あたり）

　介護予防特定施設入居者生活介護費【介護保険２割負担（非課税）＋介護費（内税）】（３０日あたり）

　介護予防特定施設入居者生活介護費【介護保険３割負担（非課税）＋介護費（内税）】（３０日あたり）

上記以外に介護保険適用の加算があります。（非課税）
加　算　名

　認知症専門ケア加算(Ⅱ)
　口腔・栄養スクリーニング加算

　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 　利用に要した介護報酬額の１０００分８２

　科学的介護推進体制加算

　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 　利用に要した介護報酬額（介護職員処遇改善加算を除く）の１０００分１８

　その他料金として、
１１月～３月は１，９６０円（冬季加算）が加算されます。
　水道料金 　実費（メーター設置）
　電気料金 　実費（メーター設置）
　おむつ代 　実費
　理髪料 　２,０００円程度（顔剃りのみ １，０００円程度）

　現時点の利用料金表ですが、厚生労働省の通知により料金の改定がある場合があります。

　洗濯代 　１かご２００円（１０枚）
　寝具リース代 　１日５９円

　この表における｢対象収入｣とは､前年の収入から租税(源泉徴収税)､社会保険料、
医療費等必要経費を控除した後の収入をいいます。


