
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 ¥718 要介護１ ¥1,018 ¥1,478 ¥1,738 ¥3,038

要介護２ ¥794 要介護２ ¥1,094 ¥1,554 ¥1,814 ¥3,114

要介護３ ¥869 要介護３ ¥1,169 ¥1,629 ¥1,889 ¥3,189

要介護４ ¥945 要介護４ ¥1,245 ¥1,705 ¥1,965 ¥3,265

要介護５ ¥1,017 要介護５ ¥1,317 ¥1,777 ¥2,037 ¥3,337

（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 ¥697 要介護１ ¥1,317 ¥1,507 ¥2,167 ¥3,327

要介護２ ¥771 要介護２ ¥1,391 ¥1,581 ¥2,241 ¥3,401

要介護３ ¥847 要介護３ ¥1,467 ¥1,657 ¥2,317 ¥3,477

要介護４ ¥922 要介護４ ¥1,932 ¥1,732 ¥2,392 ¥3,552

要介護５ ¥995 要介護５ ¥1,615 ¥1,805 ¥2,465 ¥3,625

＊ 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29年4月1日～

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  ）

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 ¥1,274 要支援２ ¥1,574 ¥2,034 ¥2,294 ¥3,594

要介護１ ¥1,436 要介護１ ¥1,736 ¥2,196 ¥2,456 ¥3,756

要介護２ ¥1,588 要介護２ ¥1,888 ¥2,348 ¥2,608 ¥3,908

要介護３ ¥1,738 要介護３ ¥2,038 ¥2,498 ¥2,758 ¥4,058

要介護４ ¥1,890 要介護４ ¥2,190 ¥2,650 ¥2,910 ¥4,210

要介護５ ¥2,034 要介護５ ¥2,334 ¥2,794 ¥3,054 ¥4,354

（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 ¥1,036 要支援１ ¥1,656 ¥1,846 ¥2,506 ¥3,666

要支援２ ¥1,272 要支援２ ¥1,892 ¥2,082 ¥2,742 ¥3,902

要介護１ ¥1,394 要介護１ ¥2,014 ¥2,204 ¥2,864 ¥4,024

要介護２ ¥1,542 要介護２ ¥2,162 ¥2,352 ¥3,012 ¥4,172

要介護３ ¥1,694 要介護３ ¥2,314 ¥2,504 ¥3,164 ¥4,324

要介護４ ¥1,844 要介護４ ¥2,854 ¥2,654 ¥3,314 ¥4,474

要介護５ ¥1,990 要介護５ ¥2,610 ¥2,800 ¥3,460 ¥4,620

＊ 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29年4月1日～

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

＝

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

＋ ＋

第４段階 ・上記以外の方

＋ ＋

¥1,480 ¥0

滞在費（従来型個室）

¥370 ¥370 ¥840

負担割合 2割の利用者様

※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


