
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
①

第３段階
②

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

①
第３段階

②
第４段階

要支援１ ¥563 要支援１ ¥863 ¥1,533 ¥1,933 ¥2,233 ¥3,068

要支援２ ¥690 要支援２ ¥990 ¥1,660 ¥2,060 ¥2,360 ¥3,195

要介護１ ¥758 要介護１ ¥1,058 ¥1,728 ¥2,128 ¥2,428 ¥3,263

要介護２ ¥838 要介護２ ¥1,138 ¥1,808 ¥2,208 ¥2,508 ¥3,343

要介護３ ¥922 要介護３ ¥1,222 ¥1,892 ¥2,292 ¥2,592 ¥3,427

要介護４ ¥1,004 要介護４ ¥1,304 ¥1,974 ¥2,374 ¥2,674 ¥3,509

要介護５ ¥1,084 要介護５ ¥1,384 ¥2,054 ¥2,454 ¥2,754 ¥3,589

（長期入所空床時のみ）

第１
段階

第２
段階

第３段階
①

第３段階
②

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

①
第３段階

②
第４段階

要支援１ ¥563 要支援１ ¥1,183 ¥1,373 ¥2,383 ¥2,683 ¥3,384

要支援２ ¥690 要支援２ ¥1,310 ¥1,500 ¥2,510 ¥2,810 ¥3,511

要介護１ ¥758 要介護１ ¥1,378 ¥1,568 ¥2,578 ¥2,878 ¥3,579

要介護２ ¥838 要介護２ ¥1,458 ¥1,648 ¥2,658 ¥2,958 ¥3,659

要介護３ ¥922 要介護３ ¥1,542 ¥1,732 ¥2,742 ¥3,042 ¥3,743

要介護４ ¥1,004 要介護４ ¥1,624 ¥1,814 ¥2,824 ¥3,124 ¥3,825

要介護５ ¥1,084 要介護５ ¥1,704 ¥1,894 ¥2,904 ¥3,204 ¥3,905

＊ 食事代 （ １日につき ）1,650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  ４５０円    昼 食  ６５０円    夕 食  ５５０円
＊ 電気利用費

10円/日
 加算 （ 該当者のみ ）

送迎加算 （ 片道  216 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。

¥1,650 ¥0

令和３年8月１日現在

 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

＝

 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）

¥370 ¥370 ¥855

＋ ＋

¥300 ¥600 ¥1,000 ¥1,300

合計

¥300 ¥390 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,650 ¥320 ¥420 ¥820 ¥1,171

＋ ＋ ＝

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

令和３年８月より以下の適用条件に変更されました。

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

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。

第３段階①
・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で
  年金収入等の80万円超120万円以下の方

・第２段階　　単身世帯　650万円　夫婦世帯　1650万円

・第３段階①　単身世帯　550万円　夫婦世帯　1550万円

第３段階②
・世帯全員が市区町村民税を課税されていない方で
  年金収入等の120万円超の方

・第３段階②　単身世帯　500万円　夫婦世帯　1500万円

年金収入等：公的年金収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計
所得金額



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  ＞

2割負担
（4人部屋）

要支援１ ¥1,125

要支援２ ¥1,380

要介護１ ¥1,515

要介護２ ¥1,676

要介護３ ¥1,844

要介護４ ¥2,007

要介護５ ¥2,167

（長期入所空床時のみ）

要支援１ ¥1,125

要支援２ ¥1,380

要介護１ ¥1,515

要介護２ ¥1,676

要介護３ ¥1,844

要介護４ ¥2,007

要介護５ ¥2,167

送迎加算（該当者のみ） 片道  ４２０ 円 

 多 床 室 （4人部屋）

要支援１ ¥1,687

要支援２ ¥2,070

要介護１ ¥2,273 ＋ ＋ ＝

要介護２ ¥2,513

要介護３ ¥2,766

要介護４ ¥3,010

要介護５ ¥3,251

 従来個室 （長期入所空床時のみ）

要支援１ ¥1,687

要支援２ ¥2,070

要介護１ ¥2,273

要介護２ ¥2,513

要介護３ ¥2,766

要介護４ ¥3,010

要介護５ ¥3,251

送迎加算（該当者のみ） 片道  ６３０円

要介護４ ¥5,810

要介護５ ¥6,051

¥4,870

＋ ＋ ＝

要介護１ ¥5,073

要介護２ ¥5,313

要介護３ ¥5,566

施設サービス費
（3割負担分） 食  費 滞在費（従来型個室） 合計

¥1,650 ¥1,150

要支援１ ¥4,487

要支援２

要介護３ ¥5,256

要介護４ ¥5,500

要介護５ ¥5,741

¥1,650 ¥840

要支援１ ¥4,177

要支援２ ¥4,560

要介護１ ¥4,763

要介護２ ¥5,003

3割負担

施設サービス費
（3割負担分） 食  費 滞在費（多床室） 合計

＋ ＋ ＝

要介護１ ¥4,315

要介護２ ¥4,476

要介護３ ¥4,644

要介護４

¥1,650 ¥1,150

要支援１ ¥3,925

要支援２ ¥4,180

¥4,807

要介護５ ¥4,967

 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

＋ ＋ ＝

要介護１ ¥4,005

要介護２ ¥4,166

要介護３ ¥4,334

¥1,650 ¥840

要支援１ ¥3,615

要支援２ ¥3,870

要介護４ ¥4,497

要介護５ ¥4,657

令和３年8月１日現在

 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


