
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 ¥534 要支援１ ¥834 ¥1,294 ¥1,554 ¥2,854

要支援２ ¥656 要支援２ ¥956 ¥1,416 ¥1,676 ¥2,976

要介護１ ¥721 要介護１ ¥1,021 ¥1,481 ¥1,741 ¥3,041

要介護２ ¥799 要介護２ ¥1,099 ¥1,559 ¥1,819 ¥3,119

要介護３ ¥879 要介護３ ¥1,179 ¥1,639 ¥1,899 ¥3,199

要介護４ ¥956 要介護４ ¥1,256 ¥1,716 ¥1,976 ¥3,276

要介護５ ¥1,032 要介護５ ¥1,332 ¥1,792 ¥2,052 ¥3,352

（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 ¥534 要支援１ ¥1,154 ¥1,344 ¥2,004 ¥3,164

要支援２ ¥656 要支援２ ¥1,276 ¥1,466 ¥2,126 ¥3,286

要介護１ ¥721 要介護１ ¥1,341 ¥1,531 ¥2,191 ¥3,351

要介護２ ¥799 要介護２ ¥1,419 ¥1,609 ¥2,269 ¥3,429

要介護３ ¥879 要介護３ ¥1,499 ¥1,689 ¥2,349 ¥3,509

要介護４ ¥956 要介護４ ¥1,966 ¥1,766 ¥2,426 ¥3,586

要介護５ ¥1,032 要介護５ ¥1,652 ¥1,842 ¥2,502 ¥3,662

＊ 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  206 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。

 多 床 室

施設サービ
ス費（１割
負担分）

食  費 滞在費（多床室） 合計

＝

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

＋ ＋

 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） 合計

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,480 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,150

＋ ＋ ＝

利用者負担段階 対象者

第４段階 ・上記以外の方

※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。

平成２７年８月より以下の適用条件が追加されました。

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

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

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



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 ¥1,068 要支援１ ¥1,368 ¥1,828 ¥2,088 ¥3,388

要支援２ ¥1,311 要支援２ ¥1,611 ¥2,071 ¥2,331 ¥3,631

要介護１ ¥1,441 要介護１ ¥1,741 ¥2,201 ¥2,461 ¥3,761

要介護２ ¥1,598 要介護２ ¥1,898 ¥2,358 ¥2,618 ¥3,918

要介護３ ¥1,758 要介護３ ¥2,058 ¥2,518 ¥2,778 ¥4,078

要介護４ ¥1,912 要介護４ ¥2,212 ¥2,672 ¥2,932 ¥4,232

要介護５ ¥2,064 要介護５ ¥2,364 ¥2,824 ¥3,084 ¥4,384

（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 ¥1,068 要支援１ ¥1,688 ¥1,878 ¥2,538 ¥3,698

要支援２ ¥1,311 要支援２ ¥1,931 ¥2,121 ¥2,781 ¥3,941

要介護１ ¥1,441 要介護１ ¥2,061 ¥2,251 ¥2,911 ¥4,071

要介護２ ¥1,598 要介護２ ¥2,218 ¥2,408 ¥3,068 ¥4,228

要介護３ ¥1,758 要介護３ ¥2,378 ¥2,568 ¥3,228 ¥4,388

要介護４ ¥1,912 要介護４ ¥2,922 ¥2,722 ¥3,382 ¥4,542

要介護５ ¥2,064 要介護５ ¥2,684 ¥2,874 ¥3,534 ¥4,694

＊ 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 411 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。

 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 ¥370 ¥370 ¥840

＋ ＋

 従来個室 

施設サービ
ス費（2割
負担分）

食  費 滞在費（従来型個室） 合計

¥300 ¥390 ¥650 ¥1,480 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,150

＋ ＋ ＝

利用者負担段階 対象者

第４段階 ・上記以外の方

※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。

平成２７年８月より以下の適用条件が追加されました。

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

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

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


