
福祉型障害児入所施設

知的障害児の場合 定員5人以上10人未満 当該施設が単独施設 941 単位 知的障害児の場合 定員5人以上10人未満 当該施設が単独施設 897 単位

定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 823 単位 定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 784 単位

当該施設が主たる施設 1697 単位 当該施設が主たる施設 1617 単位

当該施設が単独施設 941 単位 当該施設が単独施設 897 単位

定員11人以上20人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 654 単位 定員11人以上20人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 623 単位

当該施設が主たる施設 1090 単位 当該施設が主たる施設 1039 単位

当該施設が単独施設 863 単位 当該施設が単独施設 822 単位

定員21人以上30人以下 823 単位 定員21人以上30人以下 784 単位

定員31人以上40人以下 688 単位 定員31人以上40人以下 655 単位

定員41人以上50人以下 614 単位 定員41人以上50人以下 585 単位

定員51人以上60人以下 590 単位 定員51人以上60人以下 562 単位

定員61人以上70人以下 568 単位 定員61人以上70人以下 541 単位

定員71人以上80人以下 545 単位 定員71人以上80人以下 519 単位

定員81人以上90人以下 526 単位 定員81人以上90人以下 501 単位

定員91人以上100人以下 504 単位 定員91人以上100人以下 480 単位

定員101人以上110人以下 501 単位 定員101人以上110人以下 477 単位

定員111人以上120人以下 499 単位 定員111人以上120人以下 475 単位

定員121人以上130人以下 496 単位 定員121人以上130人以下 472 単位

定員131人以上140人以下 493 単位 定員131人以上140人以下 469 単位

定員141人以上150人以下 490 単位 定員141人以上150人以下 466 単位

定員151人以上160人以下 485 単位 定員151人以上160人以下 462 単位

定員161人以上170人以下 481 単位 定員161人以上170人以下 458 単位

定員171人以上180人以下 477 単位 定員171人以上180人以下 454 単位

定員181人以上190人以下 473 単位 定員181人以上190人以下 450 単位

定員191人以上 470 単位 定員191人以上 447 単位

自閉症児の場合 定員30人以下 831 単位 自閉症児の場合 定員30人以下 792 単位

定員31人以上40人以下 759 単位 定員31人以上40人以下 723 単位

定員41人以上50人以下 721 単位 定員41人以上50人以下 687 単位

定員51人以上60人以下 656 単位 定員51人以上60人以下 656 単位

定員61人以上70人以下 657 単位 定員61人以上70人以下 626 単位

定員71人以上 626 単位 定員71人以上 596 単位

盲児の場合 定員5人 当該施設に併設する施設が主たる施設 1225 単位 盲児の場合 定員5人 当該施設に併設する施設が主たる施設 1054 単位

当該施設が単独施設 971 単位 当該施設が単独施設 835 単位

定員6人以上9人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 891 単位 定員6人以上9人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 766 単位

当該施設が単独施設 971 単位 当該施設が単独施設 835 単位

定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 891 単位 定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 766 単位

当該施設が主たる施設 1870 単位 当該施設が主たる施設 1608 単位

当該施設が単独施設 971 単位 当該施設が単独施設 835 単位

定員11人以上15人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 682 単位 定員11人以上15人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 586 単位

当該施設が主たる施設 1337 単位 当該施設が主たる施設 1150 単位

当該施設が単独施設 885 単位 当該施設が単独施設 761 単位

令和３年度報酬単価 旧単価
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定員16人以上20人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 633 単位 定員16人以上20人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 544 単位

当該施設が主たる施設 1122 単位 当該施設が主たる施設 965 単位

当該施設が単独施設 885 単位 当該施設が単独施設 761 単位

定員21人以上25人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 567 単位 定員21人以上25人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 487 単位

当該施設が主たる施設 1005 単位 当該施設が主たる施設 864 単位

当該施設が単独施設 856 単位 当該施設が単独施設 736 単位

定員26人以上30人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 533 単位 定員26人以上30人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 458 単位

当該施設が主たる施設 856 単位 当該施設が主たる施設 736 単位

当該施設が単独施設 856 単位 当該施設が単独施設 736 単位

定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 754 単位 定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 648 単位

当該施設が単独施設 754 単位 当該施設が単独施設 648 単位

定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 701 単位 定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 603 単位

当該施設が単独施設 701 単位 当該施設が単独施設 603 単位

定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 615 単位 定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 529 単位

当該施設が単独施設 615 単位 当該施設が単独施設 529 単位

定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 593 単位 定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 510 単位

当該施設が単独施設 593 単位 当該施設が単独施設 510 単位

定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 572 単位 定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 492 単位

当該施設が単独施設 572 単位 当該施設が単独施設 492 単位

定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 550 単位 定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 473 単位

当該施設が単独施設 550 単位 当該施設が単独施設 473 単位

定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 531 単位 定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 456 単位

当該施設が単独施設 531 単位 当該施設が単独施設 456 単位

定員91人以上 当該施設が主たる施設 510 単位 定員91人以上 当該施設が主たる施設 438 単位

当該施設が単独施設 510 単位 当該施設が単独施設 438 単位

ろうあ児の場合 定員5人 当該施設に併設する施設が主たる施設 1225 単位 ろうあ児の場合 定員5人 当該施設に併設する施設が主たる施設 1054 単位

当該施設が単独施設 966 単位 当該施設が単独施設 831 単位

定員6人以上9人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 913 単位 定員6人以上9人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 785 単位

当該施設が単独施設 966 単位 当該施設が単独施設 831 単位

定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 913 単位 定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 785 単位

当該施設が主たる施設 1857 単位 当該施設が主たる施設 1597 単位

当該施設が単独施設 966 単位 当該施設が単独施設 831 単位

定員11人以上15人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 683 単位 定員11人以上15人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 587 単位

当該施設が主たる施設 1326 単位 当該施設が主たる施設 1141 単位

当該施設が単独施設 880 単位 当該施設が単独施設 757 単位

定員16人以上20人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 636 単位 定員16人以上20人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 547 単位

当該施設が主たる施設 1120 単位 当該施設が主たる施設 963 単位

当該施設が単独施設 880 単位 当該施設が単独施設 757 単位

定員21人以上25人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 563 単位 定員21人以上25人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 484 単位

当該施設が主たる施設 949 単位 当該施設が主たる施設 816 単位

当該施設が単独施設 851 単位 当該施設が単独施設 732 単位
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定員26人以上30人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 536 単位 定員26人以上30人以下 当該施設に併設する施設が主たる施設 461 単位

当該施設が主たる施設 851 単位 当該施設が主たる施設 732 単位

当該施設が単独施設 851 単位 当該施設が単独施設 732 単位

定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 750 単位 定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 645 単位

当該施設が単独施設 750 単位 当該施設が単独施設 645 単位

定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 698 単位 定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 600 単位

当該施設が単独施設 698 単位 当該施設が単独施設 600 単位

定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 612 単位 定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 526 単位

当該施設が単独施設 612 単位 当該施設が単独施設 526 単位

定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 590 単位 定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 507 単位

当該施設が単独施設 590 単位 当該施設が単独施設 507 単位

定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 570 単位 定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 490 単位

当該施設が単独施設 570 単位 当該施設が単独施設 490 単位

定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 548 単位 定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 471 単位

当該施設が単独施設 548 単位 当該施設が単独施設 471 単位

定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 528 単位 定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 454 単位

当該施設が単独施設 528 単位 当該施設が単独施設 454 単位

定員91人以上 当該施設が主たる施設 509 単位 定員91人以上 当該施設が主たる施設 437 単位

当該施設が単独施設 509 単位 当該施設が単独施設 437 単位

肢体不自由児の場合 定員50人以下 753 単位 肢体不自由児の場合 定員50人以下 752 単位

定員51人以上60人以下 739 単位 定員51人以上60人以下 738 単位

定員61人以上70人以下 724 単位 定員61人以上70人以下 723 単位

定員71人以上 708 単位 定員71人以上 707 単位
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※地方公共団体の指定障害児入所施設の場合 96.5 % ※地方公共団体の指定障害児入所施設の場合 96.5 %

定員超過利用減算 70 % 定員超過利用減算 70 %

入所支援計画未作成減算 入所支援計画未作成減算

減算が適用される月から２月目まで 70 % 減算が適用される月から２月目まで 70 %

３月以上連続して減算の場合 50 % ３月以上連続して減算の場合 50 %

身体拘束廃止未実施減算 -5 単位 身体拘束廃止未実施減算 5 単位

旧単価令和３年度報酬単価
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職業指導員配置加算 職業指導員配置加算

※知的障害児の場合 ※知的障害児の場合

定員5人以上1０人未満 49 単位 定員5人以上1０人未満 49 単位

定員10人で、併設する施設か当該施設 148 単位 定員10人で、併設する施設か当該施設 148 単位

定員10人で、当該施設が単独施設 49 単位 定員10人で、当該施設が単独施設 49 単位

定員11人以上20人以下で、併設する施設か当該施設 73 単位 定員11人以上20人以下で、併設する施設か当該施設 73 単位

定員11人以上20人以下で、単独施設 49 単位 定員11人以上20人以下で、単独施設 49 単位

定員21人以上30人以下 49 単位 定員21人以上30人以下 49 単位

定員31人以上40人以下 39 単位 定員31人以上40人以下 39 単位

定員41人以上50人以下 29 単位 定員41人以上50人以下 29 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上80人以下 20 単位 定員71人以上80人以下 20 単位

定員81人以上90人以下 17 単位 定員81人以上90人以下 17 単位

定員91人以上100人以下 14 単位 定員91人以上100人以下 14 単位

定員101人以上110人以下 13 単位 定員101人以上110人以下 13 単位

定員111人以上120人以下 12 単位 定員111人以上120人以下 12 単位

定員121人以上130人以下 11 単位 定員121人以上130人以下 11 単位

定員131人以上140人以下 10 単位 定員131人以上140人以下 10 単位

定員141人以上170人以下 9 単位 定員141人以上170人以下 9 単位

定員171人以上 8 単位 定員171人以上 8 単位

※自閉症児の場合 656 ※自閉症児の場合

定員30人以下 49 単位 定員30人以下 49 単位

定員31人以上40人以下 39 単位 定員31人以上40人以下 39 単位

定員41人以上50人以下 29 単位 定員41人以上50人以下 29 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上 20 単位 定員71人以上 20 単位
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職業指導員配置加算のつづき 職業指導員配置加算のつづき

※盲児、ろうあ児の場合 ※盲児、ろうあ児の場合

定員5人で、併設する施設 296 単位 定員5人で、併設する施設 296 単位

定員5人で、単独施設 49 単位 定員5人で、単独施設 49 単位

定員6人以上10人以下で、併設する施設 148 単位 定員6人以上10人以下で、併設する施設 148 単位

定員6人以上10人以下で、単独施設 49 単位 定員6人以上10人以下で、単独施設 49 単位

定員11人以上15人以下で、併設する施設 98 単位 定員11人以上15人以下で、併設する施設 98 単位

定員11人以上15人以下で、単独施設 49 単位 定員11人以上15人以下で、単独施設 49 単位

定員16人以上20人以下で、併設する施設 73 単位 定員16人以上20人以下で、併設する施設 73 単位

定員16人以上20人以下で、単独施設 49 単位 定員16人以上20人以下で、単独施設 49 単位

定員21人以上25人以下で、併設する施設 59 単位 定員21人以上25人以下で、併設する施設 59 単位

定員21人以上25人以下で、単独施設 49 単位 定員21人以上25人以下で、単独施設 49 単位

定員26人以上30人以下 49 単位 定員26人以上30人以下 49 単位

定員31人以上40人以下 39 単位 定員31人以上40人以下 39 単位

定員41人以上50人以下 29 単位 定員41人以上50人以下 29 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上80人以下 20 単位 定員71人以上80人以下 20 単位

定員81人以上90人以下 17 単位 定員81人以上90人以下 17 単位

定員91人以上 14 単位 定員91人以上 14 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

重度障害児支援加算(Ⅰ) 165 単位 重度障害児支援加算(Ⅰ) 165 単位

重度障害児支援加算(Ⅱ) 198 単位 重度障害児支援加算(Ⅱ) 198 単位

重度障害児支援加算(Ⅲ) 158 単位 重度障害児支援加算(Ⅲ) 158 単位

重度障害児支援加算(Ⅳ) 189 単位 重度障害児支援加算(Ⅳ) 189 単位

重度障害児支援加算(Ⅴ) 143 単位 重度障害児支援加算(Ⅴ) 143 単位

重度障害児支援加算(Ⅵ) 171 単位 重度障害児支援加算(Ⅵ) 171 単位

重度障害児支援加算(Ⅶ) 198 単位 重度障害児支援加算(Ⅶ) 198 単位

重度障害児支援加算（強度行動） ＋11 単位 重度障害児支援加算（強度行動） ＋11 単位

重度重複障害児加算 111 単位 重度重複障害児加算 111 単位

強度行動障害児特別支援加算 強度行動障害児特別支援加算

※知的障害児、自閉症児の場合のみ 781 単位 ※知的障害児、自閉症児の場合のみ 781 単位

※算定開始日から起算して90日以内 +700 単位 ※算定開始日から起算して90日以内 +700 単位

乳幼児加算 78 単位 幼児加算

※盲児、ろうあ児の場合のみ 78 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

心理担当職員配置加算 心理担当職員配置加算

※知的障害児の場合 ※知的障害児の場合

定員5人以上10人以下 102 単位 定員5人以上10人以下 102 単位

定員11人以上20人以下 51 単位 定員11人以上20人以下 51 単位

定員21人以上30人以下 34 単位 定員21人以上30人以下 34 単位

定員31人以上40人以下 26 単位 定員31人以上40人以下 26 単位

定員41人以上50人以下 20 単位 定員41人以上50人以下 20 単位

定員51人以上60人以下 17 単位 定員51人以上60人以下 17 単位

定員61人以上70人以下 15 単位 定員61人以上70人以下 15 単位

定員71人以上80人以下 13 単位 定員71人以上80人以下 13 単位

定員81人以上90人以下 11 単位 定員81人以上90人以下 11 単位

定員91人以上100人以下 10 単位 定員91人以上100人以下 10 単位

定員101人以上120人以下 9 単位 定員101人以上120人以下 9 単位

定員121人以上130人以下 8 単位 定員121人以上130人以下 8 単位

定員131人以上150人以下 7 単位 定員131人以上150人以下 7 単位

定員151人以上180人以下 6 単位 定員151人以上180人以下 6 単位

定員181人以上 5 単位 定員181人以上 5 単位

※自閉症児の場合 ※自閉症児の場合

定員40人以下 26 単位 定員40人以下 26 単位

定員41人以上50人以下 20 単位 定員41人以上50人以下 20 単位

定員51人以上60人以下 17 単位 定員51人以上60人以下 17 単位

定員61人以上70人以下 15 単位 定員61人以上70人以下 15 単位

定員71人以上 13 単位 定員71人以上 13 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

心理担当職員配置加算のつづき 心理担当職員配置加算のつづき

※盲児、ろうあ児の場合 ※盲児、ろうあ児の場合

定員10人以下 102 単位 定員10人以下 102 単位

定員11人以上20人以下 51 単位 定員11人以上20人以下 51 単位

定員21人以上30人以下 34 単位 定員21人以上30人以下 34 単位

定員31人以上40人以下 26 単位 定員31人以上40人以下 26 単位

定員41人以上50人以下 20 単位 定員41人以上50人以下 20 単位

定員51人以上60人以下 17 単位 定員51人以上60人以下 17 単位

定員61人以上70人以下 15 単位 定員61人以上70人以下 15 単位

定員71人以上80人以下 13 単位 定員71人以上80人以下 13 単位

定員81人以上90人以下 11 単位 定員81人以上90人以下 11 単位

定員91人以上 10 単位 定員91人以上 10 単位

※肢体不自由児の場合 ※肢体不自由児の場合

定員50人以下 20 単位 定員50人以下 20 単位

定員51人以上60人以下 17 単位 定員51人以上60人以下 17 単位

定員61人以上70人以下 15 単位 定員61人以上70人以下 15 単位

定員71人以上 13 単位 定員71人以上 13 単位

※公認心理師の場合 +10 単位 ※公認心理師の場合 +10 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

看護職員配置加算（Ⅰ） 看護職員配置加算（Ⅰ）

※知的障害児の場合 ※知的障害児の場合

定員5人以上10人以下 141 単位 定員5人以上10人以下 141 単位

定員11人以上20人以下 70 単位 定員11人以上20人以下 70 単位

定員21人以上30人以下 47 単位 定員21人以上30人以下 47 単位

定員31人以上40人以下 38 単位 定員31人以上40人以下 38 単位

定員41人以上50人以下 28 単位 定員41人以上50人以下 28 単位

定員51人以上60人以下 25 単位 定員51人以上60人以下 25 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上80人以下 20 単位 定員71人以上80人以下 20 単位

定員81人以上90人以下 17 単位 定員81人以上90人以下 17 単位

定員91人以上100人以下 14 単位 定員91人以上100人以下 14 単位

定員101人以上110人以下 13 単位 定員101人以上110人以下 13 単位

定員111人以上120人以下 12 単位 定員111人以上120人以下 12 単位

定員121人以上130人以下 11 単位 定員121人以上130人以下 11 単位

定員131人以上140人以下 10 単位 定員131人以上140人以下 10 単位

定員141人以上160人以下 9 単位 定員141人以上160人以下 9 単位

定員161人以上170人以下 8 単位 定員161人以上170人以下 8 単位

定員171人以上190人以下 7 単位 定員171人以上190人以下 7 単位

定員191人以上 6 単位 定員191人以上 6 単位

※盲児、ろうあ児の場合 ※盲児、ろうあ児の場合

定員10人以下 141 単位 定員10人以下 141 単位

定員11人以上20人以下 70 単位 定員11人以上20人以下 70 単位

定員21人以上30人以下 47 単位 定員21人以上30人以下 47 単位

定員31人以上40人以下 38 単位 定員31人以上40人以下 38 単位

定員41人以上50人以下 28 単位 定員41人以上50人以下 28 単位

定員51人以上60人以下 25 単位 定員51人以上60人以下 25 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上80人以下 20 単位 定員71人以上80人以下 20 単位

定員81人以上90人以下 17 単位 定員81人以上90人以下 17 単位

定員91人以上 14 単位 定員91人以上 14 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

看護職員配置加算（Ⅱ） 看護職員配置加算（Ⅱ）

※知的障害児の場合 ※知的障害児の場合

定員5人以上10人以下 145 単位 定員5人以上10人以下 145 単位

定員11人以上20人以下 96 単位 定員11人以上20人以下 96 単位

定員21人以上30人以下 58 単位 定員21人以上30人以下 58 単位

定員31人以上40人以下 41 単位 定員31人以上40人以下 41 単位

定員41人以上50人以下 32 単位 定員41人以上50人以下 32 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 22 単位 定員61人以上70人以下 22 単位

定員71人以上80人以下 19 単位 定員71人以上80人以下 19 単位

定員81人以上90人以下 17 単位 定員81人以上90人以下 17 単位

定員91人以上100人以下 15 単位 定員91人以上100人以下 15 単位

定員101人以上110人以下 14 単位 定員101人以上110人以下 14 単位

定員111人以上120人以下 13 単位 定員111人以上120人以下 13 単位

定員121人以上130人以下 12 単位 定員121人以上130人以下 12 単位

定員131人以上140人以下 11 単位 定員131人以上140人以下 11 単位

定員141人以上160人以下 10 単位 定員141人以上160人以下 10 単位

定員161人以上170人以下 9 単位 定員161人以上170人以下 9 単位

定員171人以上190人以下 8 単位 定員171人以上190人以下 8 単位

定員191人以上 7 単位 定員191人以上 7 単位

※自閉症児の場合 ※自閉症児の場合

定員40人以下 36 単位 定員40人以下 36 単位

定員41人以上50人以下 32 単位 定員41人以上50人以下 32 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 22 単位 定員61人以上70人以下 22 単位

定員71人以上 19 単位 定員71人以上 19 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

看護職員配置加算（Ⅱ）のつづき 看護職員配置加算（Ⅱ）のつづき

※盲児、ろうあ児の場合 ※盲児、ろうあ児の場合

定員10人以下 145 単位 定員10人以下 145 単位

定員11人以上20人以下 96 単位 定員11人以上20人以下 96 単位

定員21人以上30人以下 58 単位 定員21人以上30人以下 58 単位

定員31人以上40人以下 41 単位 定員31人以上40人以下 41 単位

定員41人以上50人以下 32 単位 定員41人以上50人以下 32 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 22 単位 定員61人以上70人以下 22 単位

定員71人以上80人以下 19 単位 定員71人以上80人以下 19 単位

定員81人以上90人以下 17 単位 定員81人以上90人以下 17 単位

定員91人以上 15 単位 定員91人以上 15 単位

※肢体不自由児の場合 ※肢体不自由児の場合

定員50人以下 29 単位 定員50人以下 29 単位

定員51人以上60人以下 26 単位 定員51人以上60人以下 26 単位

定員61人以上70人以下 22 単位 定員61人以上70人以下 22 単位

定員71人以上 19 単位 定員71人以上 19 単位

12 / 18 



福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

児童指導員等加配加算 児童指導員等加配加算

※知的障害児の場合 ※知的障害児の場合

理学療法士等を配置する場合 理学療法士等を配置する場合

定員5人以上10人以下 151 単位 定員5人以上10人以下 151 単位

定員11人以上20人以下 101 単位 定員11人以上20人以下 101 単位

定員21人以上30人以下 61 単位 定員21人以上30人以下 61 単位

定員31人以上40人以下 43 単位 定員31人以上40人以下 43 単位

定員41人以上50人以下 34 単位 定員41人以上50人以下 34 単位

定員51人以上60人以下 28 単位 定員51人以上60人以下 28 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上80人以下 20 単位 定員71人以上80人以下 20 単位

定員81人以上90人以下 18 単位 定員81人以上90人以下 18 単位

定員91人以上100人以下 16 単位 定員91人以上100人以下 16 単位

定員101人以上120人以下 14 単位 定員101人以上120人以下 14 単位

定員121人以上130人以下 12 単位 定員121人以上130人以下 12 単位

定員131人以上150人以下 11 単位 定員131人以上150人以下 11 単位

定員151人以上180人以下 9 単位 定員151人以上180人以下 9 単位

定員181人以上 8 単位 定員181人以上 8 単位

児童指導員等の場合 児童指導員等の場合

定員5人以上10人以下 112 単位 定員5人以上10人以下 112 単位

定員11人以上20人以下 75 単位 定員11人以上20人以下 75 単位

定員21人以上30人以下 45 単位 定員21人以上30人以下 45 単位

定員31人以上40人以下 32 単位 定員31人以上40人以下 32 単位

定員41人以上50人以下 25 単位 定員41人以上50人以下 25 単位

定員51人以上60人以下 20 単位 定員51人以上60人以下 20 単位

定員61人以上70人以下 17 単位 定員61人以上70人以下 17 単位

定員71人以上80人以下 15 単位 定員71人以上80人以下 15 単位

定員81人以上90人以下 13 単位 定員81人以上90人以下 13 単位

定員91人以上100人以下 12 単位 定員91人以上100人以下 12 単位

定員101人以上120人以下 10 単位 定員101人以上120人以下 10 単位

定員121人以上130人以下 9 単位 定員121人以上130人以下 9 単位

定員131人以上150人以下 8 単位 定員131人以上150人以下 8 単位

定員151人以上180人以下 7 単位 定員151人以上180人以下 7 単位

定員181人以上 6 単位 定員181人以上 6 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

児童指導員等加配加算のつづき 児童指導員等加配加算のつづき

※自閉症児の場合 ※自閉症児の場合

理学療法士等を配置する場合 理学療法士等を配置する場合

定員40人以下 38 単位 定員40人以下 38 単位

定員41人以上50人以下 34 単位 定員41人以上50人以下 34 単位

定員51人以上60人以下 28 単位 定員51人以上60人以下 28 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上 20 単位 定員71人以上 20 単位

児童指導員等の場合 児童指導員等の場合

定員40人以下 28 単位 定員40人以下 28 単位

定員41人以上50人以下 25 単位 定員41人以上50人以下 25 単位

定員51人以上60人以下 20 単位 定員51人以上60人以下 20 単位

定員61人以上70人以下 17 単位 定員61人以上70人以下 17 単位

定員71人以上 15 単位 定員71人以上 15 単位

※盲児、ろうあ児の場合 ※盲児、ろうあ児の場合

理学療法士等を配置する場合 理学療法士等を配置する場合

定員10人以下 151 単位 定員10人以下 151 単位

定員11人以上20人以下 101 単位 定員11人以上20人以下 101 単位

定員21人以上30人以下 61 単位 定員21人以上30人以下 61 単位

定員31人以上40人以下 43 単位 定員31人以上40人以下 43 単位

定員41人以上50人以下 34 単位 定員41人以上50人以下 34 単位

定員51人以上60人以下 28 単位 定員51人以上60人以下 28 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上80人以下 20 単位 定員71人以上80人以下 20 単位

定員81人以上90人以下 18 単位 定員81人以上90人以下 18 単位

定員91人以上 16 単位 定員91人以上 16 単位

児童指導員等の場合 児童指導員等の場合

定員5人以上10人以下 112 単位 定員5人以上10人以下 112 単位

定員11人以上20人以下 75 単位 定員11人以上20人以下 75 単位

定員21人以上30人以下 45 単位 定員21人以上30人以下 45 単位

定員31人以上40人以下 32 単位 定員31人以上40人以下 32 単位

定員41人以上50人以下 25 単位 定員41人以上50人以下 25 単位

定員51人以上60人以下 20 単位 定員51人以上60人以下 20 単位

定員61人以上70人以下 17 単位 定員61人以上70人以下 17 単位

定員71人以上80人以下 15 単位 定員71人以上80人以下 15 単位

定員81人以上90人以下 13 単位 定員81人以上90人以下 13 単位

定員91人以上 12 単位 定員91人以上 12 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

児童指導員等加配加算のつづき 児童指導員等加配加算のつづき

※肢体不自由児の場合 ※肢体不自由児の場合

理学療法士等を配置する場合 理学療法士等を配置する場合

定員50人以下 30 単位 定員50人以下 30 単位

定員51人以上60人以下 28 単位 定員51人以上60人以下 28 単位

定員61人以上70人以下 23 単位 定員61人以上70人以下 23 単位

定員71人以上 20 単位 定員71人以上 20 単位

児童指導員等の場合 児童指導員等の場合

定員50人以下 22 単位 定員50人以下 22 単位

定員51人以上60人以下 20 単位 定員51人以上60人以下 20 単位

定員61人以上70人以下 17 単位 定員61人以上70人以下 17 単位

定員71人以上 15 単位 定員71人以上 15 単位

ソーシャルワーカー配置加算

※知的障害児の場合

定員5人以上10人以下 159 単位 新設

定員11人以上20人以下 79 単位 新設

定員21人以上30人以下 53 単位 新設

定員31人以上40人以下 40 単位 新設

定員41人以上50人以下 32 単位 新設

定員51人以上60人以下 26 単位 新設

定員61人以上70人以下 23 単位 新設

定員71人以上80人以下 20 単位 新設

定員81人以上90人以下 18 単位 新設

定員91人以上100人以下 16 単位 新設

定員101人以上110人以下 14 単位 新設

定員111人以上120人以下 13 単位 新設

定員121人以上130人以下 12 単位 新設

定員131人以上150人以下 11 単位 新設

定員151人以上160人以下 10 単位 新設

定員161人以上180人以下 9 単位 新設

定員181人以上 8 単位 新設
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

ソーシャルワーカー配置加算のつづき

※自閉症児の場合

定員30人以下 53 単位 新設

定員31人以上40人以下 40 単位 新設

定員41人以上50人以下 32 単位 新設

定員51人以上60人以下 26 単位 新設

定員61人以上70人以下 23 単位 新設

定員71人以上 20 単位 新設

※盲児、ろうあ児の場合

定員10人以下 159 単位 新設

定員11人以上15人以下 106 単位 新設

定員16人以上20人以下 79 単位 新設

定員21人以上25人以下 63 単位 新設

定員26人以上30人以下 53 単位 新設

定員31人以上35人以下 45 単位 新設

定員36人以上40人以下 40 単位 新設

定員41人以上50人以下 32 単位 新設

定員51人以上60人以下 26 単位 新設

定員61人以上70人以下 23 単位 新設

定員71人以上80人以下 20 単位 新設

定員81人以上90人以下 18 単位 新設

定員91人以上 16 単位 新設

※肢体不自由児の場合

定員50人以下 32 単位 新設

定員51人以上60人以下 26 単位 新設

定員61人以上70人以下 23 単位 新設

定員71人以上 20 単位 新設

入院・外泊時加算（Ⅰ） 入院・外泊時加算（Ⅰ）

定員60人以下 320 単位 定員60人以下 320 単位

定員61人以上90人以下 288 単位 定員61人以上90人以下 288 単位

定員91人以上 252 単位 定員91人以上 252 単位

入院・外泊時加算（Ⅱ） 入院・外泊時加算（Ⅱ）

定員60人以下 191 単位 定員60人以下 191 単位

定員61人以上90人以下 172 単位 定員61人以上90人以下 172 単位

定員91人以上 150 単位 定員91人以上 150 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

自活訓練加算（Ⅰ）　１人につき３６０日を限度 337 単位 自活訓練加算（Ⅰ）　１人につき１８０日を限度 337 単位

自活訓練加算（Ⅱ）　１人につき３６０日を限度 448 単位 自活訓練加算（Ⅱ）　１人につき１８０日を限度 448 単位

入院時特別支援加算 入院時特別支援加算

90日を超える入院期間が4日未満 561 単位 90日を超える入院期間が4日未満 561 単位

90日を超える入院期間が4日以上 1122 単位 90日を超える入院期間が4日以上 1122 単位

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 10 単位 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 10 単位

福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 7 単位 福祉専門職員配置等加算（Ⅱ） 7 単位

福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 4 単位 福祉専門職員配置等加算（Ⅲ） 4 単位

地域移行加算 500 単位 地域移行加算 500 単位

栄養士配置等加算（Ⅰ） 栄養士配置等加算（Ⅰ）

定員40人以下 27 単位 定員40人以下 27 単位

定員41人以上50人以下 22 単位 定員41人以上50人以下 22 単位

定員51人以上60人以下 18 単位 定員51人以上60人以下 18 単位

定員61人以上70人以下 15 単位 定員61人以上70人以下 15 単位

定員71人以上80人以下 13 単位 定員71人以上80人以下 13 単位

定員81人以上90人以下 12 単位 定員81人以上90人以下 12 単位

定員91人以上100人以下 11 単位 定員91人以上100人以下 11 単位

定員101人以上110人以下 10 単位 定員101人以上110人以下 10 単位

定員111人以上120人以下 9 単位 定員111人以上120人以下 9 単位

定員121人以上130人以下 8 単位 定員121人以上130人以下 8 単位

定員131人以上150人以下 7 単位 定員131人以上150人以下 7 単位

定員151人以上180人以下 6 単位 定員151人以上180人以下 6 単位

定員181人以上 5 単位 定員181人以上 5 単位

栄養士配置等加算（Ⅱ） 栄養士配置等加算（Ⅱ）

定員40人以下 15 単位 定員40人以下 15 単位

定員41人以上50人以下 12 単位 定員41人以上50人以下 12 単位

定員51人以上60人以下 10 単位 定員51人以上60人以下 10 単位

定員61人以上70人以下 8 単位 定員61人以上70人以下 8 単位

定員71人以上80人以下 7 単位 定員71人以上80人以下 7 単位

定員81人以上100人以下 6 単位 定員81人以上100人以下 6 単位

定員101人以上120人以下 5 単位 定員101人以上120人以下 5 単位

定員121人以上150人以下 4 単位 定員121人以上150人以下 4 単位

定員151人以上 3 単位 定員151人以上 3 単位
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福祉型障害児入所施設
旧単価令和３年度報酬単価

栄養マネジメント加算 12 単位 栄養マネジメント加算 12 単位

小規模グループケア加算 240 単位 小規模グループケア加算 240 単位

　　サテライト型として実施する場合 308 単位 新設

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 9.9 % 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 6.2 %

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 7.2 % 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 4.5 %

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 4 % 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 2.5 %

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (Ⅲ)の90% 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (Ⅲ)の90%

福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (Ⅲ)の80% 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (Ⅲ)の80%

福祉・介護職員処遇改善特別加算 0.8 % 福祉・介護職員処遇改善特別加算 0.8 %

福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 4.3 % 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 5.5 %

福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 3.9 % 福祉・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 5.0 %
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