
施  設  料  金  表   （ ホワイト市川 ショートステイサービス  ）

基本利用料  ＜ １日につき  ＞

（4人部屋）

第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階
第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

要支援１ ¥524 要支援１ ¥824 ¥1,284 ¥1,544 ¥2,844

要支援２ ¥637 要支援２ ¥937 ¥1,397 ¥1,657 ¥2,957

要介護１ ¥724 要介護１ ¥1,024 ¥1,484 ¥1,744 ¥3,044

要介護２ ¥798 要介護２ ¥1,098 ¥1,558 ¥1,818 ¥3,118

要介護３ ¥874 要介護３ ¥1,174 ¥1,634 ¥1,894 ¥3,194

要介護４ ¥949 要介護４ ¥1,249 ¥1,709 ¥1,969 ¥3,269

要介護５ ¥1,022 要介護５ ¥1,322 ¥1,782 ¥2,042 ¥3,342

（長期入所空床時のみ）

第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階
第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

要支援１ ¥518 要支援１ ¥1,138 ¥1,328 ¥1,988 ¥3,148

要支援２ ¥636 要支援２ ¥1,256 ¥1,446 ¥2,106 ¥3,266

要介護１ ¥701 要介護１ ¥1,321 ¥1,511 ¥2,171 ¥3,331

要介護２ ¥776 要介護２ ¥1,396 ¥1,586 ¥2,246 ¥3,406

要介護３ ¥852 要介護３ ¥1,472 ¥1,662 ¥2,322 ¥3,482

要介護４ ¥927 要介護４ ¥1,937 ¥1,737 ¥2,397 ¥3,557

要介護５ ¥999 要介護５ ¥1,619 ¥1,809 ¥2,469 ¥3,629

＊ 食事代 （ １日につき ）１，４８０円  ＊ クラブ活動・行事の材料費・理美容等

    食費の内訳 実費/回

      朝 食  ３５０円    昼 食  ５９０円    夕 食  ５４０円

加算 介護職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数の83/1000単位）※上表１割負担分に含まれています。

 加算 （ 該当者のみ ）
送迎加算 （ 片道  １９０ 円 ）

※下表区分で利用者負担第１段階から第３段階に該当される方は、市町村に介護保険負担限度額認定申請を行い
認定後認定証書の原本提示をお願いいたします。

平成２７年８月より以下の適用条件が追加されました。

合計

合計

 多 床 室

施設サービ
ス費（１割
負担分）

食  費 滞在費（多床室）

＝

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,480 ¥0 ¥370 ¥370 ¥840

¥1,480 ¥320

＋ ＋

¥300 ¥390 ¥650

＋ ＋

 従来個室 

施設サービ
ス費（１割
負担分）

食  費 滞在費（従来型個室）

＝

¥420 ¥820 ¥1,150

対象者

第２段階
・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で
  合計所得金額と公的年金等収入金額の合計が年間
  80万円以下の方

第３段階
・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で
  上記第２段階以外の方

第１段階
・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
  で老齢年金福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方

利用者負担段階

※なお①・②に該当して負担軽減の対象外となった
方でも、その後該当しなくなった場合には、その時
点から申請すれば負担軽減の対象となります。

②預貯金等の金額を確認し、次の金額を超える
  場合には対象外

  配偶者がいる方：  合計2,000万円
  配偶者がいない方：    1,000万円

①配偶者が市区町村民税を課税されている方は
  対象外

第４段階 ・上記以外の方



施  設  料  金  表   （ ホワイト市川 ショートステイサービス  ） 2割負担

基本利用料  ＜ １日につき  ＞

（4人部屋）

第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階
第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

要支援１ ¥1,048 要支援１ ¥1,348 ¥1,808 ¥2,068 ¥3,368

要支援２ ¥1,273 要支援２ ¥1,573 ¥2,033 ¥2,293 ¥3,593

要介護１ ¥1,447 要介護１ ¥1,747 ¥2,207 ¥2,467 ¥3,767

要介護２ ¥1,595 要介護２ ¥1,895 ¥2,355 ¥2,615 ¥3,915

要介護３ ¥1,748 要介護３ ¥2,048 ¥2,508 ¥2,768 ¥4,068

要介護４ ¥1,897 要介護４ ¥2,197 ¥2,657 ¥2,917 ¥4,217

要介護５ ¥2,044 要介護５ ¥2,344 ¥2,804 ¥3,064 ¥4,364

（長期入所空床時のみ）

第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階
第１
段階

第２
段階

第３
段階

第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

要支援１ ¥1,035 要支援１ ¥1,655 ¥1,845 ¥2,505 ¥3,665

要支援２ ¥1,271 要支援２ ¥1,891 ¥2,081 ¥2,741 ¥3,901

要介護１ ¥1,401 要介護１ ¥2,021 ¥2,211 ¥2,871 ¥4,031

要介護２ ¥1,552 要介護２ ¥2,172 ¥2,362 ¥3,022 ¥4,182

要介護３ ¥1,703 要介護３ ¥2,323 ¥2,513 ¥3,173 ¥4,333

要介護４ ¥1,854 要介護４ ¥2,864 ¥2,664 ¥3,324 ¥4,484

要介護５ ¥1,998 要介護５ ¥2,618 ¥2,808 ¥3,468 ¥4,628

＊ 食事代 （ １日につき ）１，４８０円  ＊ クラブ活動・行事の材料費・理美容等

    食費の内訳 実費/回

      朝 食  ３５０円    昼 食  ５９０円    夕 食  ５４０円

加算 介護職員処遇改善加算Ⅰ（所定単位数の83/1000単位）※上表2割負担分に含まれています。

 加算 （ 該当者のみ ）
送迎加算 （ 片道 380 円 ）

※下表区分で利用者負担第１段階から第３段階に該当される方は、市町村に介護保険負担限度額認定申請を行い
認定後認定証書の原本提示をお願いいたします。

平成２７年８月より以下の適用条件が追加されました。

第２段階
・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で
  合計所得金額と公的年金等収入金額の合計が年間
  80万円以下の方

第３段階
・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で
  上記第２段階以外の方

①配偶者が市区町村民税を課税されている方は
  対象外

②預貯金等の金額を確認し、次の金額を超える
  場合には対象外

  配偶者がいる方：  合計2,000万円
  配偶者がいない方：    1,000万円

合計

¥1,150

 従来個室 

施設サービ
ス費（2割
負担分）

食  費

第４段階 ・上記以外の方

＋ ＋ ＝

利用者負担段階 対象者

第１段階
・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方
  で老齢年金福祉年金を受給されている方
・生活保護等を受給されている方

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,480 ¥320 ¥420 ¥820

¥370 ¥370 ¥840

＋ ＋

※なお①・②に該当して負担軽減の対象外となった
方でも、その後該当しなくなった場合には、その時
点から申請すれば負担軽減の対象となります。

 多 床 室

施設サービ
ス費（2割
負担分）

食  費 滞在費（多床室） 合計

＝

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,480 ¥0

滞在費（従来型個室）


