
備考

要 支 援　１ 658 （単位） 668 （円） 1,335 （円） 2,002 （円）

要 支 援　２ 817 （単位） 829 （円） 1,657 （円） 2,486 （円）

要 介 護　１ 875 （単位） 888 （円） 1,775 （円） 2,662 （円）

要 介 護　２ 951 （単位） 965 （円） 1,929 （円） 2,893 （円）

要 介 護　３ 1,014 （単位） 1,044 （円） 2,087 （円） 3,131 （円）

要 介 護　４ 1,071 （単位） 1,086 （円） 2,172 （円） 3,258 （円）

要 介 護　５ 1,129 （単位） 1,145 （円） 2,290 （円） 3,435 （円）

46 （単位） 47 （円） 94 （円） 140 （円）

24 （単位） 25 （円） 49 （円） 73 （円）

200 （単位） 203 （円） 406 （円） 609 （円）

90 （単位） 92 （円） 183 （円） 274 （円）

120 （単位） 122 （円） 244 （円） 365 （円）

184 （単位） 187 （円） 373 （円） 560 （円）

8 （単位） 9 （円） 17 （円） 25 （円）

240 （単位） 244 （円） 487 （円） 1,730 （円）

6 （単位） 6 （円） 12 （円） 18 （円）

60 （単位） 61 （円） 122 （円） 183 （円）

朝　食 昼　食 夕　食

３５３ 円 ５５５ 円 ４８４ 円

１日につき

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

食　費 ３００ 円 ３９０ 円 ６５０ 円 １，６６８　円

０ 円 ３７０ 円 ３７０ 円 ３７７　円

区域外送迎

特殊（手洗い） ３００円／枚

大 ２００円／枚

中 １００円／枚

小 　５０円／枚

散 髪 代

美容代
（カラーまたはパーマ）

美容代（顔そり）

診 断 書 料

コピー代

立 替 金

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）［1日につき］

買い物代、牛乳代、新聞代、華道代
歯科受診料、他医院受診料

利用者または扶養者等の判断により実施

施設発行による

利用者の希望及び必要に応じて発生する

多床室（１日につき）

（３）　その他介護保険給付外サービス

洗 濯 代

セーター、カーディガン、ベスト、毛糸類、タオルケット、その他

パジャマ上、パジャマ下、ズボン、ワンピース、寝間着、ジャージ上、ジャージ下、バスタオル、靴、その他

シャツ、ブラウス、Ｔシャツ、ポロシャツ、その他

靴下、パンツ、タオル、その他

１,０００円／回

テレビ、電気毛布、小型冷蔵庫、ノートパソコン、タブレット（１品目につき）（その他相談による）

３,０００円／枚

ラジオ、あんか、携帯電話、スマートフォン（１品目につき）（その他相談による）

１５円／キロ

利用料一覧表　（　短期利用　）　多床室をご利用の方

療養食加算　［１回につき・１日３回を限度］

個別リハビリテーション実施加算　［１日につき］

恵風苑（令和3年4月1日から適用）

別　添　①

多床室　[在宅強化型]

要介護認定による要介護の程度によって
利用料が異なります。
１日あたりの自己負担分です。

（１）　介護保険給付サービス

サービス費（ⅳ）円換算表示（１割）

自己負担額
介護報酬告示の額に地域単価

（７級地）10.14円を乗じた額の１割または２割
または３割

在宅復帰在宅療養費支援機能加算（Ⅱ）

認知症行動・心理症状緊急対応加算　［１日につき］

（単位／日）

サービス費（ⅳ） 単位数表示 サービス費（ⅳ）円換算表示（３割）サービス費（ⅳ）円換算表示（２割）

多床室　[在宅強化型]多床室　[在宅強化型] 多床室　[在宅強化型]

６０円／日

利用者または扶養者等の判断により実施

利用者負担は介護保険負担限度額認定証により変動します。調理費及び食材費（１日につき）

緊急短期入所受入加算[１日につき・介護予防除く]

若年性認知症利用者受入加算　［１日につき］

電気料

２０円／日

１日につき３７７ 円

滞在費

１,６６８円 当施設の医師が個室対応が必要と判断した場合３７７円となります。

所定単位数に×３．９％を乗じた単位数

（２）　介護保険給付外サービス

１０円／枚 利用者または利用者の身元引受人の希望があれば実施。ただし入所時及び保険証類更新時は除く。

夜勤職員配置加算　［１日につき］

送迎加算（片道につき）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

食　費

サービス提供体制加算（Ⅱ）　［１日につき］

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に×1.7％を乗じた単位数

３００円／回

５,０００円／回

利用者または扶養者等の判断により実施

岡山市以外に居住する利用者を送迎した場合（岡山市を超えた時点より）



備考

要 支 援　１ 619 （単位） 628 （円） 1,256 （円） 1,883 （円）

要 支 援　２ 762 （単位） 773 （円） 1,546 （円） 2,318 （円）

要 介 護　１ 794 （単位） 806 （円） 1,611 （円） 2,416 （円）

要 介 護　２ 867 （単位） 880 （円） 1,759 （円） 2,638 （円）

要 介 護　３ 930 （単位） 943 （円） 1,886 （円） 2,829 （円）

要 介 護　４ 988 （単位） 1,002 （円） 2,004 （円） 3,006 （円）

要 介 護　５ 1,044 （単位） 1,059 （円） 2,118 （円） 3,176 （円）

46 （単位） 47 （円） 94 （円） 140 （円）

24 （単位） 25 （円） 49 （円） 73 （円）

200 （単位） 203 （円） 406 （円） 609 （円）

90 （単位） 92 （円） 183 （円） 274 （円）

120 （単位） 122 （円） 244 （円） 365 （円）

184 （単位） 187 （円） 373 （円） 560 （円）

8 （単位） 9 （円） 17 （円） 25 （円）

240 （単位） 244 （円） 487 （円） 1,730 （円）

6 （単位） 6 （円） 12 （円） 18 （円）

朝　食 昼　食 夕　食

３５３ 円 ５５５ 円 ４８４ 円

１日につき

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

食　費 ３００ 円 ３９０ 円 ６５０ 円 １，６６８　円

０ 円 ３７０ 円 ３７０ 円 ３７７　円

区域外送迎

特殊（手洗い） ３００円／枚

大 ２００円／枚

中 １００円／枚

小 　５０円／枚

散 髪 代

美容代
（カラーまたはパーマ）

美容代（顔そり）

診 断 書 料

コピー代

立 替 金

利用料一覧表　（　短期利用　）　個室をご利用の方

別　添　①

恵風苑（令和3年4月1日から適用）

（１）　介護保険給付サービス

自己負担額
介護報酬告示の額に地域単価

（７級地）10.14円を乗じた額の１割または２割
または３割

（単位／日）

サービス費（ⅱ） 単位数表示 サービス費（ⅱ）円換算表示（１割） サービス費（ⅱ）円換算表示（２割） サービス費（ⅱ）円換算表示（３割）

要介護認定による要介護の程度によって
利用料が異なります。
１日あたりの自己負担分です。

個室　[在宅強化型] 個室　[在宅強化型] 個室　[在宅強化型] 個室　[在宅強化型]

在宅復帰在宅療養費支援機能加算（Ⅱ）

夜勤職員配置加算　［１日につき］

認知症行動・心理症状緊急対応加算　［１日につき］

緊急短期入所受入加算[１日につき・介護予防除く]

若年性認知症利用者受入加算　［１日につき］

送迎加算（片道につき）

療養食加算　［１回につき・１日３回を限度］

個別リハビリテーション実施加算　［１日につき］

サービス提供体制加算（Ⅲ）　［１日につき］

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数に×1.7％を乗じた単位数

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数に×３．９％を乗じた単位数

１５円／キロ 岡山市以外に居住する利用者を送迎した場合（岡山市を超えた時点より）

（２）　介護保険給付外サービス

食　費

滞在費

１,６６８円 当施設の医師が個室対応が必要と判断した場合３７７円となります。

３７７ 円 １日につき

利用者負担は介護保険負担限度額認定証により変動します。調理費及び食材費（１日につき）

多床室（１日につき）

（３）　その他介護保険給付外サービス

電気料

２０円／日 ラジオ、あんか、携帯電話、スマートフォン（１品目につき）（その他相談による）

６０円／日 テレビ、電気毛布、小型冷蔵庫、ノートパソコン、タブレット（１品目につき）（その他相談による）

洗 濯 代

セーター、カーディガン、ベスト、毛糸類、タオルケット、その他

パジャマ上、パジャマ下、ズボン、ワンピース、寝間着、ジャージ上、ジャージ下、バスタオル、靴、その他

シャツ、ブラウス、Ｔシャツ、ポロシャツ、その他

靴下、パンツ、タオル、その他

１,０００円／回 利用者または扶養者等の判断により実施

５,０００円／回 利用者または扶養者等の判断により実施

３００円／回 利用者または扶養者等の判断により実施

３,０００円／枚 施設発行による

１０円／枚 利用者または利用者の身元引受人の希望があれば実施。ただし入所時及び保険証類更新時は除く。

買い物代、牛乳代、新聞代、華道代
歯科受診料、他医院受診料

利用者の希望及び必要に応じて発生する
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