
横須賀市日の出町1-9-1

電話 046-823-5132

社会福祉法人 恵徳会



金額 金額 金額 金額 金額

ユニット型介護福祉施設サービス費 20,603 22,774 25,139 27,309 29,479
福祉施設サービス提供体制加算Ⅰ１ 583 583 583 583 583

栄養マネジメント加算 454 454 454 454 454

夜勤職員配置加算（ロ） 583 583 583 583 583

口腔衛生管理体制加算 31 31 31 31 31

看護体制加算Ⅰ 130 130 130 130 130

看護体制加算Ⅱ 260 260 260 260 260

施設サービス利用料金（１割）

施設サービス利用料金（２割）

施設サービス利用料金（３割）

食費・第１段階（￥３００） ＊食費

居住費（￥８２０）
1割負担金額＋食費1段階＋居住費

食費・第２段階（￥３９０） 朝食 昼食 夕食

居住費（￥８２０） ¥345 ¥552 ¥483
1割負担金額＋食費2段階＋居住費

食費・第３段階（￥６５０）

居住費（￥１,３１０）
１割負担金額＋食費３段階＋居住費

食費・第４段階（￥１,６４８）

居住費（￥２,９００）
１割負担金額＋食費４段階＋居住費 朝食 昼食 夕食
2割負担金額＋食費４段階＋居住費 ¥412 ¥659 ¥577
3割負担金額＋食費４段階＋居住費 ¥412 ¥659 ¥577

 ※　 ３割負担、H３０年８月１日～

単位数/日 金額 単位数/月 金額

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 ¥3 3×31 ¥93

経口維持加算（Ⅰ） - - 400 ¥400

経口維持加算（Ⅱ） - - 100 ¥100

経口移行加算 28 ¥28 28×31 ¥868

療養食加算 6 ¥6 6×31 ¥186 ☆【介護保険の給付対象とならないサービス】
- -

- -

看取り介護加算Ⅰ（死亡日） 1,280 ¥1,280 - - ¥1,500

¥1,500

¥1,500

¥1,000

¥500

看取り介護加算Ⅱ（死亡日） 1,580 ¥1,580 - - ¥6,000

¥208,920 ¥215,433 ¥222,528 ¥229,038 ¥235,548

（￥１,６４８/１日）

¥186,276 ¥190,618 ¥195,348 ¥199,688

合　計

実費相当額

看取り介護加算Ⅱ
（死亡日以前４日以上３０日以下）

144 ¥144 - -

看取り介護加算Ⅰ
（死亡日以前４日以上３０日以下）

144 ¥144

31日計算
¥67,932 ¥74,445 ¥81,540 ¥88,050 ¥94,560

各種施設が発行する証明書等の手数料 １通/\２1０

誕生月の希望による食事提供 １回/\３００ 上記以外に施設が認めたサービス １２月（クリスマス会）

金額

行事食内訳

☆【対象者のみ/個別加算】

¥40,610 ¥40,610 ¥40,610 ¥40,610

¥85,575 ¥87,940

１月（新年祝賀会）

７月（丑の日）

９月（敬老祝賀会）

１１月（開苑記念会）

¥90,110 ¥92,280

¥204,028

１回/\５００ 外部クリーニング

 ※　上記施設利用料金に処遇改善加算（総単位数×10.83）が加算されます     ※　下記の個別加算と上記施設利用料金の合算に、処遇改善加算（総単位数×10.83）が加算されます

入居者・家族の希望による行事食 実費相当額 入居者・家族の希望による医療機関による往診

おやつ １日/\１００ 入居者・家族の希望による特別な食事

送迎車サービス １kmあたり　\２０ 健康管理（予防接種）

行政手続代行サービス

理容・美容サービス １回/\１,５００ 日用品
入居者・家族の希望による買い物代行サービス １回/\５００ 教養娯楽

看取り介護加算Ⅱ
（死亡日前日及び前々日）

780 ¥780 - -

（￥１,３８０/１日）

金額 内容

持ち込み電化製品 １日１台/\２０ 入居者・家族の希望による栄養補助食品

　第１～３段階の食費内訳

看取り介護加算Ⅰ
（死亡日前日及び前々日）

680 ¥680
内容

¥89,900 ¥89,900 ¥89,900 ¥89,900 ¥89,900

¥163,632 ¥165,803 ¥168,168 ¥170,338 ¥172,508

¥51,088 ¥51,088 ¥51,088 ¥51,088 ¥51,088 　第４段階の食費内訳

¥83,404
¥40,610

¥20,150 ¥20,150 ¥20,150 ¥20,150 ¥20,150

¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420

¥60,154 ¥62,325 ¥64,690 ¥66,860 ¥69,030

¥57,364 ¥59,535 ¥61,900 ¥64,070 ¥66,240
¥12,090 ¥12,090 ¥12,090 ¥12,090 ¥12,090

¥9,300 ¥9,300 ¥9,300 ¥9,300 ¥9,300

¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420 ¥25,420

¥45,288 ¥49,630 ¥54,360 ¥58,700 ¥63,040

4単位×31 4単位×31 4単位×31 4単位×31 4単位×31

¥22,644 ¥24,815 ¥27,180 ¥29,350 ¥31,520

18単位×31 18単位×31 18単位×31 18単位×31 18単位×31

30単位×１ヶ月 30単位×１ヶ月

18単位×31 18単位×31 18単位×31 18単位×31 18単位×31

14単位×31 14単位×31

636単位×31 703単位×31 776単位×31

30単位×１ヶ月 30単位×１ヶ月 30単位×１ヶ月

14単位×31 14単位×31

単位数×日 単位数×日

施設サービス費（標準負担額/３１日計算）　/　H３０．４月１日-
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

単位数×日

8単位×31 8単位×31 8単位×31 8単位×31 8単位×31

単位数×日 単位数×日
843単位×31 910単位×31　

14単位×31

浴室

夜景（８階より）

共同生活室

外観

個室

  サンライズホール
（地域交流スペース）

☎ 046-823-5137

☎ 046-823-5139

特別養護老人ホーム 恵徳苑

恵徳苑 短期入所生活介護
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デイサービス 
☎ 046-828-6600 

 楽しい雰囲気で、入浴、食事、 

他者との交流ができます 

(階段や坂でも送迎します) 

 

ケアマネジャー 
☎ 046-826-1837 

介護について、お気軽にご相談

下さい（ケアプラン作成します）     

 在宅医療クリニック  
☎ 046-823-5133 

通院が困難な方のご自宅で

診療を行います 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

    

保育所 
☎ 046-874-5762 

認可外保育の良さを活かし英語

が身近にある保育園です 

 

日の出町事業所（特養）   横須賀市日の出町 1-9-1 

沢山事業所（在宅サービス） 横須賀市東逸見町 4-16-70 

逸見事業所（保育所）      横須賀市東逸見町 1-30 

恵徳苑 検索 ホームページは 

社 会 福 祉 法 人 恵 徳 会 の ご 案 内 

特別養護老人ホーム 恵徳苑 

 

本部      ☎ ０４６－８２３－５１３２ 

特養入居直通  ☎ ０４６－８２３－５１３７ 

ショートステイ ☎ ０４６－８２３－５１３９ 

 

 

2019.11 



　　本町山中有料道路料金所より1.8km。
　　京急横須賀中央駅より徒歩8分。
　　JR横須賀駅より、①、②、③乗り場から　　　　　　　
　　京急バスで7～10分、「横須賀中央駅」下車徒歩8分。　
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日の出町事業所
特別養護老人ホーム
短期入所介護

横須賀
中央駅

京浜急行線

汐入駅

横須賀駅

横須賀
警察署

至横浜

至
三
崎
口

横須賀警察署前横須賀警察署前日の出町一丁目日の出町一丁目

米が浜通り入口米が浜通り入口

国道16号線「逸見駅入口」より0.2km。
京急逸見駅より徒歩2分。
JR横須賀駅より徒歩8分。
「横須賀駅」下車徒歩8分。

沢山事業所
居宅介護サービスセンター
デイサービスセンター
在宅医療クリニック

京
浜
急
行
線
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逸見駅

横須賀駅

安針塚駅

横須賀I.C.

至 横浜

至 横須賀中央

汐入駅

沢山小学校

本
町
山
中
有
料
道
路

池上十字路池上十字路

本町三丁目本町三丁目

坂本公園前坂本公園前

汀橋汀橋

池上十字路
バス停
池上十字路
バス停

坂本交番前坂本交番前

逸見事業所
YIPK
リーベリー保育園
よこすか保育園

逸見駅入口逸見駅入口

交 通 案 内

〒238-0045

横須賀市東逸見町1-30

恵徳苑 居宅介護サービス
              ☎ 046-826-1837

恵徳苑 デイサービス
              ☎ 046-828-6600

恵徳会 在宅医療クリニック
              ☎ 046-823-5133

〒238-0006

横須賀市日の出町1-9-1

恵徳会 法人本部
              ☎ 046-823-5132

特別養護老人ホーム 恵徳苑
              ☎ 046-823-5137

恵徳苑 短期入所生活介護
              ☎ 046-823-5139

〒238-0045

横須賀市東逸見町4-16-70

Yokosuka International School 
Preschool & Kindergarten
              ☎ 046-874-5762

リーベリー保育園
よこすか保育園
              ☎ 046-822-5090

横浜横須賀道路「横須賀I.C.」より2km。
京急逸見駅より徒歩19分。
京急汐入駅より衣笠駅行バス「池上十字路」
下車徒歩10分。

逸見事業所　                  沢山事業所
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