
１．介護保険一部負担額 令和４年１０月１日現在
税区分 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

多床室 日　額 596 665 737 806 874
個　室 日　額 596 665 737 806 874

税区分 日　額
夜勤職員配置加算（Ⅰ） 非課税 13円 夜勤職員配置により加算
夜勤職員配置加算（Ⅲ） 〃 15円
機能訓練指導員配置加算 〃 12円 左記専門職配置により加算
看護体制加算Ⅰ 〃 4円 常勤の看護師配置により加算
看護体制加算Ⅱ 〃 8円 常時の看護師配置と24時間連絡体制を確保している場合

〃 22円

介護職員処遇改善加算Ⅰ 〃 8.3% 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 〃 2.7% 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

〃 1.6%
個別機能訓練加算 非課税 56円 個別に機能訓練計画を作成し実施した場合

〃 1００円/月

〃 2００円/月
〃 200円 左記の症状があり、緊急に受入れを行った場合(7日間を限度)

若年性認知症利用者受入加算 〃 120円 左記の方の特性やニーズに応じたサービス提供を行った場合
送迎料 〃 片道184円 送迎希望者又は心身の状況等で送迎を必要とする場合
緊急短期入所受入加算 〃 90円
医療連携強化加算 〃 58円 重度な方の受入れを行った場合
療養食加算 〃 8円/食 医師の食事箋による食事の提供（糖尿食、貧血食等）
在宅中重度者受入加算 〃 421円 訪問看護師からｻｰﾋﾞｽ提供が受けられる体制を整備した場合

〃 3円

〃 4円

〃 △30円 30日を超えて利用した場合

※介護保険負担割合証の負担割合が２割又は３割と記載されている方は、介護保険一部負担額はその割合を乗じた
    額になります。

２．滞在費・食費
税区分 基準費用 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階②

多床室 日　額 855 0 370 370 370
個　室 日　額 1,171 320 420 820 820

非課税 日　額 1,500 300 600 1,000 1,300

朝食 昼食 夕食 １日合計
420 540 540 1,500
405 520 520 1,445

朝食のみ 朝・昼食 昼・夕食 夕食のみ
 基準費用額 420 960 1,080 540
 第1段階 300 300 300 300
 第2段階 405 600 600 520
 第3段階① 405 925 1,000 520
 第3段階② 405 925 1,040 520

３．その他の利用料
税区分 日　額

理美容料 税込 実費 施設内理美容室の利用
テレビ使用料 〃 165円 レンタルテレビ使用者
電気毛布・アンカ使用料 〃 55円 個人のものを使用する電気代
新聞・雑誌代 〃 実費 個人購読料
電話代 〃 実費 施設内公衆電話の利用

食事回数別合計

緊急時の受入れを行った場合(７日やむを得ない事情の場合14日まで)

外部のリハビリ専門職等と連携し、個別計画による訓練した場合

認知症専門ケア加算Ⅰ
日常生活自立度ﾗﾝｸⅢ以上が入所者総数の半数以上で、
技術的指導に関する会議を定期的に開催した場合

認知症専門ケア加算Ⅱ
同上のことに加え、認知症介護実践指導者研修修了者を
配置し、定期的に認知症ｹｱに関する研修を実施している場合

食費負担額

料 金（第1～3段階）

費　　　目 内　　　容

そ
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の
加
算

料 金（基 準 費 用）
食 費 内 訳

サービス提供体制強化加算Ⅰ

対
象
者
の
み
の
加
算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

長期利用者に対する短期入所

滞在費負担額
非課税

生活機能向上連携加算Ⅰ

基
本
加
算

介護職員等ベースアップ等加算 介護報酬算出方式に基づき算出した額の１割を加算

介護福祉士を80％以上
又は勤続10年以上介護福祉士を35％以上配置している場合

外部のリハビリ専門職等と連携し、
個別計画を作成し、ICTにより助言等を受けた場合

生活機能向上連携加算Ⅱ

特別養護老人ホーム「サンファミリア米沢」短期利用料金表

介護サービス
利用者負担額 非課税

内　　　容

夜勤職員配置により加算（看護師又は認定特定行為職員の配置）

費　　　目



自動販売機使用料 〃 実費 施設内自動販売機の利用
催事参加費 〃 実費 各種催事参加費
クラブ活動費 〃 実費 クラブ活動参加材料費
文書料 〃 3,300円 健康診断書・死亡診断書・入所証明書・その他証明等の発行

(多床室)

要介護度

負担段階

 第１段階 1,031 1,108 1,190 1,267 1,344

 第２段階 1,701 1,778 1,860 1,937 2,014

 第３段階① 2,101 2,178 2,260 2,337 2,414

 第３段階② 2,401 2,478 2,560 2,637 2,714

 基準費用 3,086 3,163 3,245 3,322 3,399

(個　室)

要介護度

負担段階

 第１段階 1,351 1,428 1,510 1,587 1,664

 第２段階 1,751 1,828 1,910 1,987 2,064

 第３段階① 2,551 2,628 2,710 2,787 2,864

 第３段階② 2,851 2,928 3,010 3,087 3,164

 基準費用 3,402 3,479 3,561 3,638 3,715

※上記の金額は、[介護サービス利用者負担額][夜勤職員配置加算Ⅲ][サービス提供体制強化加算Ⅰ]
   [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] [介護職員等ベースアップ等加算]

　 [滞在費][食費負担額][機能訓練指導員配置加算][看護体制加算Ⅰ]が含まれます。

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

【　利用料金早見表　】

≪日　額≫

（単位：円）
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