
経過的生活介護

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 885 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 843 単位

定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 774 単位 定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 737 単位

当該施設が主たる施設 1595 単位 当該施設が主たる施設 1520 単位

当該施設が単独施設 885 単位 当該施設が単独施設 843 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 615 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 586 単位

当該施設が主たる施設 1025 単位 当該施設が主たる施設 977 単位

当該施設が単独施設 811 単位 当該施設が単独施設 773 単位

定員21人以上30人以下 774 単位 定員21人以上30人以下 737 単位

定員31人以上40人以下 647 単位 定員31人以上40人以下 616 単位

定員41人以上50人以下 577 単位 定員41人以上50人以下 550 単位

定員51人以上60人以下 555 単位 定員51人以上60人以下 528 単位

定員61人以上70人以下 534 単位 定員61人以上70人以下 509 単位

定員71人以上80人以下 512 単位 定員71人以上80人以下 488 単位

定員81人以上90人以下 495 単位 定員81人以上90人以下 471 単位

定員91人以上100人以下 474 単位 定員91人以上100人以下 451 単位

定員101人以上110人以下 471 単位 定員101人以上110人以下 448 単位

定員111人以上120人以下 469 単位 定員111人以上120人以下 447 単位

定員121人以上130人以下 466 単位 定員121人以上130人以下 444 単位

定員131人以上140人以下 463 単位 定員131人以上140人以下 441 単位

定員141人以上150人以下 461 単位 定員141人以上150人以下 438 単位

定員151人以上160人以下 456 単位 定員151人以上160人以下 434 単位

定員161人以上170人以下 452 単位 定員161人以上170人以下 431 単位

定員171人以上180人以下 448 単位 定員171人以上180人以下 427 単位

定員181人以上190人以下 445 単位 定員181人以上190人以下 423 単位

定員191人以上 442 単位 定員191人以上 420 単位

自閉症児の場合 定員30人以下 781 単位 自閉症児の場合 定員30人以下 744 単位

定員31人以上40人以下 714 単位 定員31人以上40人以下 680 単位

定員41人以上50人以下 678 単位 定員41人以上50人以下 646 単位

定員51人以上60人以下 648 単位 定員51人以上60人以下 617 単位

定員61人以上70人以下 618 単位 定員61人以上70人以下 588 単位

定員71人以上 589 単位 定員71人以上 560 単位

令和３年度報酬単価 旧単価
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経過的生活介護
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 1152 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 991 単位

当該施設が単独施設 913 単位 当該施設が単独施設 785 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 838 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 720 単位

当該施設が単独施設 913 単位 当該施設が単独施設 785 単位

定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 838 単位 定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 720 単位

当該施設が主たる施設 1758 単位 当該施設が主たる施設 1512 単位

当該施設が単独施設 913 単位 当該施設が単独施設 785 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 641 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 551 単位

当該施設が主たる施設 1257 単位 当該施設が主たる施設 1081 単位

当該施設が単独施設 832 単位 当該施設が単独施設 715 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 595 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 511 単位

当該施設が主たる施設 1055 単位 当該施設が主たる施設 907 単位

当該施設が単独施設 832 単位 当該施設が単独施設 715 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 533 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 458 単位

当該施設が主たる施設 945 単位 当該施設が主たる施設 812 単位

当該施設が単独施設 805 単位 当該施設が単独施設 692 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 501 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 431 単位

当該施設が主たる施設 805 単位 当該施設が主たる施設 692 単位

当該施設が単独施設 805 単位 当該施設が単独施設 692 単位

定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 709 単位 定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 609 単位

当該施設が単独施設 709 単位 当該施設が単独施設 609 単位

定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 659 単位 定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 567 単位

当該施設が単独施設 659 単位 当該施設が単独施設 567 単位

定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 578 単位 定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 497 単位

当該施設が単独施設 578 単位 当該施設が単独施設 497 単位

定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 557 単位 定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 479 単位

当該施設が単独施設 557 単位 当該施設が単独施設 479 単位

定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 538 単位 定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 462 単位

当該施設が単独施設 538 単位 当該施設が単独施設 462 単位

定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 517 単位 定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 445 単位

当該施設が単独施設 517 単位 当該施設が単独施設 445 単位

定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 499 単位 定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 429 単位

当該施設が単独施設 499 単位 当該施設が単独施設 429 単位

定員91人以上 当該施設が主たる施設 479 単位 定員91人以上 当該施設が主たる施設 412 単位

当該施設が単独施設 479 単位 当該施設が単独施設 412 単位
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経過的生活介護
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 1152 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 991 単位

当該施設が単独施設 908 単位 当該施設が単独施設 781 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 858 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 738 単位

当該施設が単独施設 908 単位 当該施設が単独施設 781 単位

定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 858 単位 定員10人 当該施設に併設する施設が主たる施設 738 単位

当該施設が主たる施設 1746 単位 当該施設が主たる施設 1501 単位

当該施設が単独施設 908 単位 当該施設が単独施設 781 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 642 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 552 単位

当該施設が主たる施設 1247 単位 当該施設が主たる施設 1073 単位

当該施設が単独施設 827 単位 当該施設が単独施設 712 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 598 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 514 単位

当該施設が主たる施設 1053 単位 当該施設が主たる施設 905 単位

当該施設が単独施設 827 単位 当該施設が単独施設 712 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 529 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 455 単位

当該施設が主たる施設 892 単位 当該施設が主たる施設 767 単位

当該施設が単独施設 800 単位 当該施設が単独施設 688 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 504 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 433 単位

当該施設が主たる施設 800 単位 当該施設が主たる施設 688 単位

当該施設が単独施設 800 単位 当該施設が単独施設 688 単位

定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 705 単位 定員31人以上35人以下 当該施設が主たる施設 606 単位

当該施設が単独施設 705 単位 当該施設が単独施設 606 単位

定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 656 単位 定員36人以上40人以下 当該施設が主たる施設 564 単位

当該施設が単独施設 656 単位 当該施設が単独施設 564 単位

定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 575 単位 定員41人以上50人以下 当該施設が主たる施設 494 単位

当該施設が単独施設 575 単位 当該施設が単独施設 494 単位

定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 555 単位 定員51人以上60人以下 当該施設が主たる施設 477 単位

当該施設が単独施設 555 単位 当該施設が単独施設 477 単位

定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 536 単位 定員61人以上70人以下 当該施設が主たる施設 461 単位

当該施設が単独施設 536 単位 当該施設が単独施設 461 単位

定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 515 単位 定員71人以上80人以下 当該施設が主たる施設 443 単位

当該施設が単独施設 515 単位 当該施設が単独施設 443 単位

定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 496 単位 定員81人以上90人以下 当該施設が主たる施設 427 単位

当該施設が単独施設 496 単位 当該施設が単独施設 427 単位

定員91人以上 当該施設が主たる施設 479 単位 定員91人以上 当該施設が主たる施設 411 単位

当該施設が単独施設 479 単位 当該施設が単独施設 411 単位

肢体不自由児の場合 定員50人以下 708 単位 肢体不自由児の場合 定員50人以下 707 単位

定員51人以上60人以下 695 単位 定員51人以上60人以下 694 単位

定員61人以上70人以下 681 単位 定員61人以上70人以下 680 単位

定員71人以上 666 単位 定員71人以上 665 単位
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経過的生活介護

※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

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 46 単位 定員5人以上1０人未満 46 単位

定員10人で、併設する施設か当該施設 139 単位 定員10人で、併設する施設か当該施設 139 単位

定員10人で、当該施設が単独施設 46 単位 定員10人で、当該施設が単独施設 46 単位

定員11人以上20人以下で、併設する施設か当該施設 69 単位 定員11人以上20人以下で、併設する施設か当該施設 69 単位

定員11人以上20人以下で、単独施設 46 単位 定員11人以上20人以下で、単独施設 46 単位

定員21人以上30人以下 46 単位 定員21人以上30人以下 46 単位

定員31人以上40人以下 37 単位 定員31人以上40人以下 37 単位

定員41人以上50人以下 27 単位 定員41人以上50人以下 27 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 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 16 単位 定員81人以上90人以下 16 単位

定員91人以上100人以下 13 単位 定員91人以上100人以下 13 単位

定員101人以上110人以下 12 単位 定員101人以上110人以下 12 単位

定員111人以上120人以下 11 単位 定員111人以上120人以下 11 単位

定員121人以上130人以下 10 単位 定員121人以上130人以下 10 単位

定員131人以上140人以下 9 単位 定員131人以上140人以下 9 単位

定員141人以上 8 単位 定員141人以上 8 単位

※自閉症児の場合 ※自閉症児の場合

定員30人以下 46 単位 定員30人以下 46 単位

定員31人以上40人以下 37 単位 定員31人以上40人以下 37 単位

定員41人以上50人以下 27 単位 定員41人以上50人以下 27 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 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

令和３年度報酬単価 旧単価
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 278 単位 定員5人で、併設する施設 278 単位

定員5人で、単独施設 46 単位 定員5人で、単独施設 46 単位

定員6人以上10人以下で、併設する施設か当該施設 139 単位 定員6人以上10人以下で、併設する施設か当該施設 139 単位

定員6人以上10人以下で、単独施設 46 単位 定員6人以上10人以下で、単独施設 46 単位

定員11人以上15人以下で、併設する施設か当該施設 92 単位 定員11人以上15人以下で、併設する施設か当該施設 92 単位

定員11人以上15人以下で、単独施設 46 単位 定員11人以上15人以下で、単独施設 46 単位

定員16人以上20人以下で、併設する施設か当該施設 69 単位 定員16人以上20人以下で、併設する施設か当該施設 69 単位

定員16人以上20人以下で、単独施設 46 単位 定員16人以上20人以下で、単独施設 46 単位

定員21人以上25人以下で、併設する施設か当該施設 55 単位 定員21人以上25人以下で、併設する施設か当該施設 55 単位

定員21人以上25人以下で、単独施設 46 単位 定員21人以上25人以下で、単独施設 46 単位

定員26人以上30人以下 46 単位 定員26人以上30人以下 46 単位

定員31人以上40人以下 37 単位 定員31人以上40人以下 37 単位

定員41人以上50人以下 27 単位 定員41人以上50人以下 27 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 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 16 単位 定員81人以上90人以下 16 単位

定員91人以上 13 単位 定員91人以上 13 単位

重度障害児支援加算(Ⅰ) 155 単位 重度障害児支援加算(Ⅰ) 155 単位

重度障害児支援加算(Ⅱ) 186 単位 重度障害児支援加算(Ⅱ) 186 単位

重度障害児支援加算(Ⅲ) 149 単位 重度障害児支援加算(Ⅲ) 149 単位

重度障害児支援加算(Ⅳ) 178 単位 重度障害児支援加算(Ⅳ) 178 単位

重度障害児支援加算(Ⅴ) 134 単位 重度障害児支援加算(Ⅴ) 134 単位

重度障害児支援加算(Ⅵ) 161 単位 重度障害児支援加算(Ⅵ) 161 単位

重度障害児支援加算(Ⅶ) 186 単位 重度障害児支援加算(Ⅶ) 186 単位

重度障害児支援加算（強度行動） 10 単位 重度障害児支援加算（強度行動） 10 単位

重度重複障害児加算 104 単位 重度重複障害児加算 104 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 734 単位 ※知的障害児、自閉症児の場合のみ 734 単位

※算定開始日から起算して90日以内 658 単位 ※算定開始日から起算して90日以内 658 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 96 単位 定員5人以上10人以下 96 単位

定員11人以上20人以下 48 単位 定員11人以上20人以下 48 単位

定員21人以上30人以下 32 単位 定員21人以上30人以下 32 単位

定員31人以上40人以下 24 単位 定員31人以上40人以下 24 単位

定員41人以上50人以下 19 単位 定員41人以上50人以下 19 単位

定員51人以上60人以下 16 単位 定員51人以上60人以下 16 単位

定員61人以上70人以下 14 単位 定員61人以上70人以下 14 単位

定員71人以上80人以下 12 単位 定員71人以上80人以下 12 単位

定員81人以上90人以下 10 単位 定員81人以上90人以下 10 単位

定員91人以上100人以下 9 単位 定員91人以上100人以下 9 単位

定員101人以上130人以下 8 単位 定員101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 24 単位 定員40人以下 24 単位

定員41人以上50人以下 19 単位 定員41人以上50人以下 19 単位

定員51人以上60人以下 16 単位 定員51人以上60人以下 16 単位

定員61人以上70人以下 14 単位 定員61人以上70人以下 14 単位

定員71人以上 12 単位 定員71人以上 12 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 96 単位 定員10人以下 96 単位

定員11人以上20人以下 48 単位 定員11人以上20人以下 48 単位

定員21人以上30人以下 32 単位 定員21人以上30人以下 32 単位

定員31人以上40人以下 24 単位 定員31人以上40人以下 24 単位

定員41人以上50人以下 19 単位 定員41人以上50人以下 19 単位

定員51人以上60人以下 16 単位 定員51人以上60人以下 16 単位

定員61人以上70人以下 14 単位 定員61人以上70人以下 14 単位

定員71人以上80人以下 12 単位 定員71人以上80人以下 12 単位

定員81人以上90人以下 10 単位 定員81人以上90人以下 10 単位

定員91人以上 9 単位 定員91人以上 9 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 19 単位 定員50人以下 19 単位

定員51人以上60人以下 16 単位 定員51人以上60人以下 16 単位

定員61人以上70人以下 14 単位 定員61人以上70人以下 14 単位

定員71人以上 12 単位 定員71人以上 12 単位

※公認心理師の場合 +9 単位 ※公認心理師の場合 +9 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 133 単位 定員5人以上10人以下 133 単位

定員11人以上20人以下 66 単位 定員11人以上20人以下 66 単位

定員21人以上30人以下 44 単位 定員21人以上30人以下 44 単位

定員31人以上40人以下 36 単位 定員31人以上40人以下 36 単位

定員41人以上50人以下 26 単位 定員41人以上50人以下 26 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 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 16 単位 定員81人以上90人以下 16 単位

定員91人以上100人以下 13 単位 定員91人以上100人以下 13 単位

定員101人以上110人以下 12 単位 定員101人以上110人以下 12 単位

定員111人以上120人以下 11 単位 定員111人以上120人以下 11 単位

定員121人以上130人以下 10 単位 定員121人以上130人以下 10 単位

定員131人以上140人以下 9 単位 定員131人以上140人以下 9 単位

定員141人以上170人以下 8 単位 定員141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 133 単位 定員10人以下 133 単位

定員11人以上20人以下 66 単位 定員11人以上20人以下 66 単位

定員21人以上30人以下 44 単位 定員21人以上30人以下 44 単位

定員31人以上40人以下 36 単位 定員31人以上40人以下 36 単位

定員41人以上50人以下 26 単位 定員41人以上50人以下 26 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 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 16 単位 定員81人以上90人以下 16 単位

定員91人以上 13 単位 定員91人以上 13 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 136 単位 定員5人以上10人以下 136 単位

定員11人以上20人以下 90 単位 定員11人以上20人以下 90 単位

定員21人以上30人以下 55 単位 定員21人以上30人以下 55 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 30 単位 定員41人以上50人以下 30 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 単位

定員61人以上70人以下 21 単位 定員61人以上70人以下 21 単位

定員71人以上80人以下 18 単位 定員71人以上80人以下 18 単位

定員81人以上90人以下 16 単位 定員81人以上90人以下 16 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190人以下 8 単位 定員161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 34 単位 定員40人以下 34 単位

定員41人以上50人以下 30 単位 定員41人以上50人以下 30 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 単位

定員61人以上70人以下 21 単位 定員61人以上70人以下 21 単位

定員71人以上 18 単位 定員71人以上 18 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 136 単位 定員10人以下 136 単位

定員11人以上20人以下 90 単位 定員11人以上20人以下 90 単位

定員21人以上30人以下 55 単位 定員21人以上30人以下 55 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 30 単位 定員41人以上50人以下 30 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 単位

定員61人以上70人以下 21 単位 定員61人以上70人以下 21 単位

定員71人以上80人以下 18 単位 定員71人以上80人以下 18 単位

定員81人以上90人以下 16 単位 定員81人以上90人以下 16 単位

定員91人以上 14 単位 定員91人以上 14 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 27 単位 定員50人以下 27 単位

定員51人以上60人以下 24 単位 定員51人以上60人以下 24 単位

定員61人以上70人以下 21 単位 定員61人以上70人以下 21 単位

定員71人以上 18 単位 定員71人以上 18 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 142 単位 定員5人以上10人以下 142 単位

定員11人以上20人以下 95 単位 定員11人以上20人以下 95 単位

定員21人以上30人以下 57 単位 定員21人以上30人以下 57 単位

定員31人以上40人以下 40 単位 定員31人以上40人以下 40 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120人以下 13 単位 定員101人以上120人以下 13 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150人以下 10 単位 定員131人以上150人以下 10 単位

定員151人以上 8 単位 定員151人以上 8 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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

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 105 単位 定員5人以上10人以下 105 単位

定員11人以上20人以下 71 単位 定員11人以上20人以下 71 単位

定員21人以上30人以下 42 単位 定員21人以上30人以下 42 単位

定員31人以上40人以下 30 単位 定員31人以上40人以下 30 単位

定員41人以上50人以下 24 単位 定員41人以上50人以下 24 単位

定員51人以上60人以下 19 単位 定員51人以上60人以下 19 単位

定員61人以上70人以下 16 単位 定員61人以上70人以下 16 単位

定員71人以上80人以下 14 単位 定員71人以上80人以下 14 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150人以下 8 単位 定員121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

※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 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

児童指導員等の場合 児童指導員等の場合

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 24 単位 定員41人以上50人以下 24 単位

定員51人以上60人以下 19 単位 定員51人以上60人以下 19 単位

定員61人以上70人以下 16 単位 定員61人以上70人以下 16 単位

定員71人以上 14 単位 定員71人以上 14 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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

※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 142 単位 定員10人以下 142 単位

定員11人以上20人以下 95 単位 定員11人以上20人以下 95 単位

定員21人以上30人以下 57 単位 定員21人以上30人以下 57 単位

定員31人以上40人以下 40 単位 定員31人以上40人以下 40 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

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 105 単位 定員5人以上10人以下 105 単位

定員11人以上20人以下 71 単位 定員11人以上20人以下 71 単位

定員21人以上30人以下 42 単位 定員21人以上30人以下 42 単位

定員31人以上40人以下 30 単位 定員31人以上40人以下 30 単位

定員41人以上50人以下 24 単位 定員41人以上50人以下 24 単位

定員51人以上60人以下 19 単位 定員51人以上60人以下 19 単位

定員61人以上70人以下 16 単位 定員61人以上70人以下 16 単位

定員71人以上80人以下 14 単位 定員71人以上80人以下 14 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 11 単位 定員91人以上 11 単位

※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 28 単位 定員50人以下 28 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

児童指導員等の場合 児童指導員等の場合

定員50人以下 21 単位 定員50人以下 21 単位

定員51人以上60人以下 19 単位 定員51人以上60人以下 19 単位

定員61人以上70人以下 16 単位 定員61人以上70人以下 16 単位

定員71人以上 14 単位 定員71人以上 14 単位
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

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 149 単位 新設

定員11人以上20人以下 74 単位 新設

定員21人以上30人以下 50 単位 新設

定員31人以上40人以下 38 単位 新設

定員41人以上50人以下 30 単位 新設

定員51人以上60人以下 24 単位 新設

定員61人以上70人以下 22 単位 新設

定員71人以上80人以下 19 単位 新設

定員81人以上90人以下 17 単位 新設

定員91人以上100人以下 15 単位 新設

定員101人以上110人以下 13 単位 新設

定員111人以上120人以下 12 単位 新設

定員121人以上130人以下 11 単位 新設

定員131人以上150人以下 10 単位 新設

定員151人以上160人以下 9 単位 新設

定員161人以上 8 単位 新設

※自閉症児の場合

定員30人以下 50 単位 新設

定員31人以上40人以下 38 単位 新設

定員41人以上50人以下 30 単位 新設

定員51人以上60人以下 24 単位 新設

定員61人以上70人以下 22 単位 新設

定員71人以上 19 単位 新設
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

ソーシャルワーカー配置加算のつづき

※盲児、ろうあ児の場合

定員10人以下 149 単位 新設

定員11人以上15人以下 100 単位 新設

定員16人以上20人以下 74 単位 新設

定員21人以上25人以下 59 単位 新設

定員26人以上30人以下 50 単位 新設

定員31人以上35人以下 42 単位 新設

定員36人以上40人以下 38 単位 新設

定員41人以上50人以下 30 単位 新設

定員51人以上60人以下 24 単位 新設

定員61人以上70人以下 22 単位 新設

定員71人以上80人以下 19 単位 新設

定員81人以上90人以下 17 単位 新設

定員91人以上 15 単位 新設

※肢体不自由児の場合

定員50人以下 30 単位 新設

定員51人以上60人以下 24 単位 新設

定員61人以上70人以下 22 単位 新設

定員71人以上 19 単位 新設
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

入院・外泊時加算（Ⅰ） 入院・外泊時加算（Ⅰ）

定員60人以下 301 単位 定員60人以下 301 単位

定員61人以上90人以下 271 単位 定員61人以上90人以下 271 単位

定員91人以上 237 単位 定員91人以上 237 単位

入院・外泊時加算（Ⅱ） 入院・外泊時加算（Ⅱ）

定員60人以下 180 単位 定員60人以下 180 単位

定員61人以上90人以下 162 単位 定員61人以上90人以下 162 単位

定員91人以上 141 単位 定員91人以上 141 単位

自活訓練加算（Ⅰ） 317 単位 自活訓練加算（Ⅰ） 317 単位

自活訓練加算（Ⅱ） 421 単位 自活訓練加算（Ⅱ） 421 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 527 単位 90日を超える入院期間が4日未満 527 単位

90日を超える入院期間が4日以上 1055 単位 90日を超える入院期間が4日以上 1055 単位

福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 9 単位 福祉専門職員配置等加算（Ⅰ） 9 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 470 単位 地域移行加算 470 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 25 単位 定員40人以下 25 単位

定員41人以上50人以下 21 単位 定員41人以上50人以下 21 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 14 単位 定員61人以上70人以下 14 単位

定員71人以上80人以下 12 単位 定員71人以上80人以下 12 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110人以下 9 単位 定員101人以上110人以下 9 単位

定員111人以上130人以下 8 単位 定員111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
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経過的生活介護
令和３年度報酬単価 旧単価

栄養士配置等加算（Ⅱ） 栄養士配置等加算（Ⅱ）

定員40人以下 14 単位 定員40人以下 14 単位

定員41人以上50人以下 11 単位 定員41人以上50人以下 11 単位

定員51人以上60人以下 9 単位 定員51人以上60人以下 9 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

栄養マネジメント加算 11 単位 栄養マネジメント加算 11 単位

小規模グループケア加算 226 単位 小規模グループケア加算 226 単位

※サテライト型として実施する場合 +290 単位

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) 4.0 % 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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