
利用料金目安表（昼食費・おやつ代込み） 現在

２割負担額 ※若年性認知症加算を含んでいません。
１回あたり

週１回 週２回 週３回 週４回 週５回 週６回
４回 ８回 １２回 １６回 ２０回 ２４回

（３～４時間)
要介護１ ¥1,074 ¥1,754 ¥7,017 ¥14,033 ¥21,050 ¥28,066 ¥35,083 ¥42,100
要介護２ ¥1,194 ¥1,874 ¥7,496 ¥14,992 ¥22,488 ¥29,984 ¥37,480 ¥44,976
要介護３ ¥1,321 ¥2,001 ¥8,003 ¥16,005 ¥24,008 ¥32,010 ¥40,013 ¥48,016
要介護４ ¥1,440 ¥2,120 ¥8,482 ¥16,964 ¥25,446 ¥33,928 ¥42,410 ¥50,892
要介護５ ¥1,565 ¥2,245 ¥8,979 ¥17,959 ¥26,938 ¥35,918 ¥44,897 ¥53,877
（４～５時間）
要介護１ ¥1,115 ¥1,795 ¥7,179 ¥14,359 ¥21,538 ¥28,718 ¥35,897 ¥43,077
要介護２ ¥1,241 ¥1,921 ¥7,686 ¥15,372 ¥23,058 ¥30,744 ¥38,430 ¥46,116
要介護３ ¥1,373 ¥2,053 ¥8,211 ¥16,421 ¥24,632 ¥32,843 ¥41,053 ¥49,264
要介護４ ¥1,502 ¥2,182 ¥8,726 ¥17,452 ¥26,179 ¥34,905 ¥43,631 ¥52,357
要介護５ ¥1,630 ¥2,310 ¥9,242 ¥18,484 ¥27,725 ¥36,967 ¥46,209 ¥55,451
（５～６時間）
要介護１ ¥1,524 ¥2,204 ¥8,817 ¥17,633 ¥26,450 ¥35,267 ¥44,083 ¥52,900
要介護２ ¥1,757 ¥2,437 ¥9,748 ¥19,497 ¥29,245 ¥38,993 ¥48,742 ¥58,490
要介護３ ¥1,990 ¥2,670 ¥10,680 ¥21,360 ¥32,040 ¥42,720 ¥53,400 ¥64,080
要介護４ ¥2,223 ¥2,903 ¥11,612 ¥23,223 ¥34,835 ¥46,447 ¥58,059 ¥69,670
要介護５ ¥2,456 ¥3,136 ¥12,543 ¥25,087 ¥37,630 ¥50,174 ¥62,717 ¥75,261
（６～７時間）
要介護１ ¥1,556 ¥2,236 ¥8,943 ¥17,887 ¥26,830 ¥35,773 ¥44,717 ¥53,660
要介護２ ¥1,793 ¥2,473 ¥9,893 ¥19,786 ¥29,679 ¥39,572 ¥49,465 ¥59,359
要介護３ ¥2,033 ¥2,713 ¥10,852 ¥21,704 ¥32,556 ¥43,408 ¥54,260 ¥65,112
要介護４ ¥2,270 ¥2,950 ¥11,802 ¥23,603 ¥35,405 ¥47,207 ¥59,009 ¥70,810
要介護５ ¥2,510 ¥3,190 ¥12,761 ¥25,521 ¥38,282 ¥51,042 ¥63,803 ¥76,563
（７～８時間）
要介護１ ¥1,723 ¥2,403 ¥9,613 ¥19,225 ¥28,838 ¥38,451 ¥48,063 ¥57,676
要介護２ ¥1,990 ¥2,670 ¥10,680 ¥21,360 ¥32,040 ¥42,720 ¥53,400 ¥64,080
要介護３ ¥2,268 ¥2,948 ¥11,793 ¥23,585 ¥35,378 ¥47,171 ¥58,963 ¥70,756
要介護４ ¥2,544 ¥3,224 ¥12,896 ¥25,792 ¥38,689 ¥51,585 ¥64,481 ¥77,377
要介護５ ¥2,824 ¥3,504 ¥14,018 ¥28,036 ¥42,054 ¥56,071 ¥70,089 ¥84,107
要支援（9:00～15:30のうち３時間以上）
要支援1
要支援2

事業対象者
（入浴あり）

¥3,980 ¥6,700

要支援２
（入浴あり.）

¥8,150 ¥13,590
要支援1
要支援2

事業対象者
（入浴なし）

¥3,528 ¥6,248

要支援２
（入浴なし.）

¥7,245 ¥12,685
お支払方法
前月の累計額を毎月１１日に請求いたしますので、月末までにお支払い下さい。
口座引落の手数料はご利用者様負担になります。

令和4年10月1日

食費込み
1回あたり

１ヶ月につき
要支援は
1ヶ月あたり



通所介護加算項目
サービス内容

入浴介助加算（Ⅰ）（利用した場合）

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

中重度者ケア体制加算

若年性認知症加算　（対象の方のみ）

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支援加算

京都市介護予防・日常生活支援総合事業加算項目
サービス内容

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

若年性認知症加算　（対象の方のみ）

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支援加算

実費（介護保険外）
昼食費 \600
おやつ代 \80
尿取りパッド \30
カバータイプ \120
パンツタイプ \100
フラット \30

\500

実費

\10
\20

規定の地域内を超えて、片道0.5km未満

    片道0.5kmを超えるごとに加算

加算の要件

入浴介助を行います。

介護職員の総数のうち介護福祉士が７０％以上

規定の職員数＋２以上配置

若年性認知症ケア

介護職員の処遇と資質向上

介護職員の処遇と資質向上

介護職員の処遇改善

ご利用当日（前日の１７：３０以降～利用予定当日）にキャンセルされた場合に頂きます。
※要支援・事業対象者の方は、利用回数が月あたり予定回数以下の場合にはかかりません。

特別に、交通費や材料費などの費用のかかるレクリェーションをご希望された場合に実費相当
額を頂きます。

加算の要件

介護職員の総数のうち介護福祉士が７０％以上

若年性認知症ケア

介護職員の処遇と資質向上

介護職員の処遇と資質向上

介護職員の処遇改善

体調不良等で、お食事やおやつを召し上がらな
かった場合でも費用がかかります。

ご自宅からご準備頂いた物を使用します。
ご準備頂いた物が足りなくなった場合、交換した
枚数に応じて費用を頂きます。


