
別添（２）
標準サービス料金表(岡山市の単位掛率 単位×10.14) （日額）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
646 単位 714 単位 787 単位 857 単位 925 単位

829 単位 897 単位 970 単位 1,040 単位 1,108 単位

920 単位 995 単位 1,076 単位 1,154 単位 1,229 単位

933 円 1,009 円 1,091 円 1,170 円 1,246 円

標準

標準

4,633 円 4,709 円 4,791 円 4,870 円 4,946 円

②居住費、食費の負担軽減(*2)(*4) (日額)

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

933 円 1,009 円 1,091 円 1,170 円 1,246 円

減額

減額

2,893 円 2,969 円 3,051 円 3,130 円 3,206 円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

933 円 1,009 円 1,091 円 1,170 円 1,246 円

減額

減額

2,143 円 2,219 円 2,301 円 2,380 円 2,456 円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

933 円 1,009 円 1,091 円 1,170 円 1,246 円

免除

減額

2,053 円 2,129 円 2,211 円 2,290 円 2,366 円

(*1) 「処遇改善加算」は月間利用総単位数に11％(介護処遇8.3%＋特定処遇2.7%)を乗じた単位数を算定する。
(*2) 「介護保険負担限度額認定証」を市町村（保険者）より受けている場合には減免の対象となります。
(*3) 「介護保険負担割合証」に記載される負担割合となります。また、「高額介護サービス費」の対象となります。
(*4) 「介護保険負担限度額認定証」の適用外の居住費は原則実費をご負担いただきます。

特別養護老人ホームきび庭瀬（１割負担）

介護報酬単位
基本サービス

共
通
加
算

日常生活継続支援Ⅱ 46 単位

看護体制加算Ⅰ1 12 単位

看護体制加算Ⅱ1 23 単位

4.居住費 2,200 円

夜勤職員配置加算Ⅱ1 46 単位

栄養マネジメント加算 14 単位

個別機能訓練加算 12 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

1.サービス費単位合計

2.処遇改善加算(11%)含む(
*
1)

3.自己負担額(2.×10.14円×１割)(
*
3)

サービス利用料金（3.+4.+5.）日額

5.食費 1,500 円

サービス利用料金（3.+4.+5.）日額

利用者負担区分 第3段階

要介護度

3.自己負担額(2.×10.14円×1割)(
*
3)

4.居住費 1,310 円(*4)

5.食費 650 円

利用者負担区分 第2段階

要介護度

3.自己負担額(2.×10.14円×1割)(
*
3)

4.居住費 820 円(*4)

サービス利用料金（3.+4.+5.）日額

5.食費 390 円

サービス利用料金（3.+4.+5.）日額

利用者負担区分 第1段階

要介護度

3.自己負担額(2.×10.14円×1割)(
*
3)

4.居住費 820 円(*4)

5.食費 300 円



＜個別に発生する加算等の料金＞
①初期加算
②外泊加算
③看取り加算
④経口維持加算
⑤療養食加算

⑥配置医師緊急時対応加算

⑦口腔衛生管理加算
⑧排泄支援加算
⑨生活機能向上連携加算
⑩褥瘡マネジメント加算
⑪外泊時在宅サービス加算
⑫低栄養リスク改善加算
⑬再入所時栄養連携加算

＜介護保険サービス外＞
おやつ等（税込）１日当たり 195円
日用品等（税込）１日当たり 130円
医療費 実費
薬剤費 実費
理美容代 実費
電気代（税込）１月当たり 1500円
美装代（委託） 実費
その他 実費

対象者のみ 10単位／3ヵ月毎
対象者のみ 560単位／回
対象者のみ 300単位／月
対象者のみ 400単位／回

個
別
加
算

対象者のみ 30単位／日
対象者のみ 246単位／日
対象者のみ 最大7028単位／看取り時
対象者のみ 400単位／月
対象者のみ 6単位／食
対象者のみ
早朝夜間 650単位／回 深夜 1300単位／回
対象者のみ 90単位／月
対象者のみ 100単位／月
対象者のみ 100単位／月

一家電ごと 対象：テレビ、電気毛布、冷蔵庫 入居月は無料
退居時の居室清掃（委託）15000円程度
栄養補助食品やTV等の個人でのみ使用や利用するものなど

そ
の
他
の
費
用

おやつや飲み物（コーヒー、紅茶、ココア、ジュース、ヤクルト）等
個人的に必要な持ち込み可能なもの
嘱託医が診察した場合の医療費や医療機関を受診した場合の医療費
嘱託医が処方した薬剤費や医療機関を受診した場合の薬剤費



別添（２）
標準サービス料金表(岡山市の単位掛率 単位×10.14) （日額）

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
646 単位 714 単位 787 単位 857 単位 925 単位

829 単位 897 単位 970 単位 1,040 単位 1,108 単位

920 単位 995 単位 1,076 単位 1,154 単位 1,229 単位

1,866 円 2,018 円 2,182 円 2,340 円 2,492 円

標準

標準

5,566 円 5,718 円 5,882 円 6,040 円 6,192 円

標準サービス料金表(岡山市の単位掛率 単位×10.14) （日額）
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
646 単位 714 単位 787 単位 857 単位 925 単位

829 単位 897 単位 970 単位 1,040 単位 1,108 単位

920 単位 995 単位 1,076 単位 1,154 単位 1,229 単位

2,799 円 3,027 円 3,273 円 3,510 円 3,739 円

標準

標準

6,499 円 6,727 円 6,973 円 7,210 円 7,439 円

(*1) 「処遇改善加算」は月間利用総単位数に11％(介護処遇8.3%＋特定処遇2.7%)を乗じた単位数を算定する。
(*2) 「介護保険負担割合証」に記載される負担割合となります。また、「高額介護サービス費」の対象となります。

サービス利用料金（3.+4.+5.）日額

46 単位

12 単位

12 単位

23 単位

46 単位

14 単位

12 単位

2,200 円

1,500 円

30 単位

介護報酬単位

1.サービス費単位合計

共
通
加
算

日常生活継続支援Ⅱ

看護体制加算Ⅰ1

看護体制加算Ⅱ1 23 単位

夜勤職員配置加算Ⅱ1

14 単位

3.自己負担額(2.×10.14円×２割)(
*
2)

46 単位

栄養マネジメント加算

2.処遇改善加算(11％)含む(*1)

基本サービス

4.居住費

5.食費

サービス利用料金（3.+4.+5.）日額

特別養護老人ホームきび庭瀬（３割負担）

特別養護老人ホームきび庭瀬（２割負担）

夜勤職員配置加算Ⅱ1

栄養マネジメント加算

個別機能訓練加算

口腔衛生管理体制加算

46 単位日常生活継続支援Ⅱ

基本サービス

介護報酬単位

看護体制加算Ⅰ1

看護体制加算Ⅱ1共
通
加
算

個別機能訓練加算 12 単位

口腔衛生管理体制加算 30 単位

1.サービス費単位合計

2.処遇改善加算(11％)含む(*1)

4.居住費 2,200 円

5.食費

3.自己負担額(2.×10.14円×３割)(
*
2)

1,500 円


