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●介護保険負担割合証が『２割』の方 

    

介護サービス費介護サービス費介護サービス費介護サービス費    

((((１日１日１日１日))))    

食 費食 費食 費食 費    

((((１日１日１日１日))))    

滞 在 費滞 在 費滞 在 費滞 在 費    

((((１日１日１日１日))))    

日常生活費日常生活費日常生活費日常生活費    

((((１日１日１日１日))))    

１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額    

要支援１要支援１要支援１要支援１    ９１０９１０９１０９１０円円円円    

１，３８０１，３８０１，３８０１，３８０円円円円    

個室：個室：個室：個室：1,1501,1501,1501,150 円円円円    

多床室：多床室：多床室：多床室：840840840840 円円円円    

１５０円１５０円１５０円１５０円    

個室：個室：個室：個室：3,5903,5903,5903,590 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,2803,2803,2803,280 円円円円    

要支援２要支援２要支援２要支援２    １，１２２１，１２２１，１２２１，１２２円円円円    個室：個室：個室：個室：3,8023,8023,8023,802 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,4923,4923,4923,492 円円円円    

要介護１要介護１要介護１要介護１    １，２３０１，２３０１，２３０１，２３０円円円円    個室：個室：個室：個室：3,9103,9103,9103,910 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,6003,6003,6003,600 円円円円    

要介護２要介護２要介護２要介護２    １，３６６１，３６６１，３６６１，３６６円円円円    個室：個室：個室：個室：4,0464,0464,0464,046 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,7363,7363,7363,736 円円円円    

要介護３要介護３要介護３要介護３    １，５０６１，５０６１，５０６１，５０６円円円円    個室：個室：個室：個室：4,1864,1864,1864,186 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,8763,8763,8763,876 円円円円    

要介護４要介護４要介護４要介護４    １，６４２１，６４２１，６４２１，６４２円円円円    個室：個室：個室：個室：4,3224,3224,3224,322 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：4,0124,0124,0124,012 円円円円    

要介護５要介護５要介護５要介護５    １，７７４１，７７４１，７７４１，７７４円円円円    個室：個室：個室：個室：4,4544,4544,4544,454 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,1443,1443,1443,144 円円円円    

●「第4段階」第1段階～第3段階に当てはまらない方 

    

介護サービス費介護サービス費介護サービス費介護サービス費    

((((１日１日１日１日))))    

食 費食 費食 費食 費    

((((１日１日１日１日))))    

滞 在滞 在滞 在滞 在 費費費費    

((((１日１日１日１日))))    

日常生活費日常生活費日常生活費日常生活費    

((((１日１日１日１日))))    

１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額    

要支援１要支援１要支援１要支援１    ４５５円４５５円４５５円４５５円    

１，３８０１，３８０１，３８０１，３８０円円円円    

個室：個室：個室：個室：1,1501,1501,1501,150 円円円円    

多床室：多床室：多床室：多床室：840840840840 円円円円    

１５０円１５０円１５０円１５０円    

個室：個室：個室：個室：3,1353,1353,1353,135 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：2,8252,8252,8252,825 円円円円    

要支援２要支援２要支援２要支援２    ５６１円５６１円５６１円５６１円    個室：個室：個室：個室：3,2413,2413,2413,241 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：2,9312,9312,9312,931 円円円円    

要介護１要介護１要介護１要介護１    ６１５円６１５円６１５円６１５円    個室：個室：個室：個室：3,2953,2953,2953,295 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：2,9852,9852,9852,985 円円円円    

要介護２要介護２要介護２要介護２    ６８３円６８３円６８３円６８３円    個室：個室：個室：個室：3,3633,3633,3633,363 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,0533,0533,0533,053 円円円円    

要介護３要介護３要介護３要介護３    ７５３円７５３円７５３円７５３円    個室：個室：個室：個室：3,4333,4333,4333,433 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,1233,1233,1233,123 円円円円    

要介護４要介護４要介護４要介護４    ８２１円８２１円８２１円８２１円    個室：個室：個室：個室：3,5013,5013,5013,501 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,1913,1913,1913,191 円円円円    

要介護５要介護５要介護５要介護５    ８８７円８８７円８８７円８８７円    個室：個室：個室：個室：3,5673,5673,5673,567 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：3,2573,2573,2573,257 円円円円    

●「第3段階」合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以上(非課税世帯) 

    

介護サービス費介護サービス費介護サービス費介護サービス費    

((((１日１日１日１日))))    

食 費食 費食 費食 費    

((((１日１日１日１日))))    

滞 在滞 在滞 在滞 在 費費費費    

((((１日１日１日１日))))    

日常生活費日常生活費日常生活費日常生活費    

((((１日１日１日１日))))    

１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額    

要支援１要支援１要支援１要支援１    ４５５円４５５円４５５円４５５円    

６５０６５０６５０６５０円円円円    

個室：個室：個室：個室：820820820820 円円円円    

多床室：多床室：多床室：多床室：370370370370 円円円円    

１５０円１５０円１５０円１５０円    

個室：個室：個室：個室：2,0752,0752,0752,075 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,6251,6251,6251,625 円円円円    

要支援２要支援２要支援２要支援２    ５６１円５６１円５６１円５６１円    個室：個室：個室：個室：2,1812,1812,1812,181 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,7311,7311,7311,731 円円円円    

要介護１要介護１要介護１要介護１    ６１５円６１５円６１５円６１５円    個室：個室：個室：個室：2,2352,2352,2352,235 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,7851,7851,7851,785 円円円円    

要介護２要介護２要介護２要介護２    ６８３円６８３円６８３円６８３円    個室：個室：個室：個室：2,3032,3032,3032,303 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,8531,8531,8531,853 円円円円    

要介護３要介護３要介護３要介護３    ７５３円７５３円７５３円７５３円    個室：個室：個室：個室：2,3732,3732,3732,373 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,9231,9231,9231,923 円円円円    

要介護４要介護４要介護４要介護４    ８２１円８２１円８２１円８２１円    個室：個室：個室：個室：2,4412,4412,4412,441 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,9911,9911,9911,991 円円円円    

要介護５要介護５要介護５要介護５    ８８７円８８７円８８７円８８７円    個室：個室：個室：個室：2,5072,5072,5072,507 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：2,0572,0572,0572,057 円円円円    

●「第2段階」合計所得金額と年金収入額の合計が80万円以下(非課税世帯) 

    

介護サービス費介護サービス費介護サービス費介護サービス費    

((((１日１日１日１日))))    

食 費食 費食 費食 費    

((((１日１日１日１日))))    

滞 在滞 在滞 在滞 在 費費費費    

((((１日１日１日１日))))    

日常生活費日常生活費日常生活費日常生活費    

((((１日１日１日１日))))    

１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額    

要支援１要支援１要支援１要支援１    ４５５円４５５円４５５円４５５円    

３９０３９０３９０３９０円円円円    

個室：個室：個室：個室：420420420420 円円円円    

多床室：多床室：多床室：多床室：370370370370 円円円円    

１５０円１５０円１５０円１５０円    

個室：個室：個室：個室：1,4151,4151,4151,415 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,3651,3651,3651,365 円円円円    

要支援２要支援２要支援２要支援２    ５６１円５６１円５６１円５６１円    個室：個室：個室：個室：1,5211,5211,5211,521 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,4711,4711,4711,471 円円円円    

要介護１要介護１要介護１要介護１    ６１５円６１５円６１５円６１５円    個室：個室：個室：個室：1,5751,5751,5751,575 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,5251,5251,5251,525 円円円円    

要介護２要介護２要介護２要介護２    ６８３円６８３円６８３円６８３円    個室：個室：個室：個室：1,6431,6431,6431,643 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,5931,5931,5931,593 円円円円    

要介護３要介護３要介護３要介護３    ７５３円７５３円７５３円７５３円    個室：個室：個室：個室：1,7131,7131,7131,713 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,6631,6631,6631,663 円円円円    

要介護４要介護４要介護４要介護４    ８２１円８２１円８２１円８２１円    個室：個室：個室：個室：1,7811,7811,7811,781 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,7311,7311,7311,731 円円円円    

要介護５要介護５要介護５要介護５    ８８７円８８７円８８７円８８７円    個室：個室：個室：個室：1,8471,8471,8471,847 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,7971,7971,7971,797 円円円円    

●「第1段階」非課税世帯で生活保護受給世帯または老齢福祉年金受給者 

    

介護サービス費介護サービス費介護サービス費介護サービス費    

((((１日１日１日１日))))    

食 費食 費食 費食 費    

((((１日１日１日１日))))    

滞 在滞 在滞 在滞 在 費費費費    

((((１日１日１日１日))))    

日常生活費日常生活費日常生活費日常生活費    

((((１日１日１日１日))))    

１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額１日の合計金額    

要支援１要支援１要支援１要支援１    ４５５４５５４５５４５５円円円円    

３００３００３００３００円円円円    

個室：個室：個室：個室：320320320320 円円円円    

多床室：多床室：多床室：多床室：0000 円円円円    

１５０円１５０円１５０円１５０円    

個室：個室：個室：個室：1,2251,2251,2251,225 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：    905905905905 円円円円    

要支援２要支援２要支援２要支援２    ５６１５６１５６１５６１円円円円    個室：個室：個室：個室：1,3311,3311,3311,331 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,0111,0111,0111,011 円円円円    

要介護１要介護１要介護１要介護１    ６１５６１５６１５６１５円円円円    個室：個室：個室：個室：1,3851,3851,3851,385 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,0651,0651,0651,065 円円円円    

要介護２要介護２要介護２要介護２    ６８３６８３６８３６８３円円円円    個室：個室：個室：個室：1,4531,4531,4531,453 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,1331,1331,1331,133 円円円円    

要介護３要介護３要介護３要介護３    ７５３７５３７５３７５３円円円円    個室：個室：個室：個室：1,5231,5231,5231,523 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,2031,2031,2031,203 円円円円    

要介護４要介護４要介護４要介護４    ８２１８２１８２１８２１円円円円    個室：個室：個室：個室：1,5911,5911,5911,591 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,2711,2711,2711,271 円円円円    

要介護５要介護５要介護５要介護５    ８８７８８７８８７８８７円円円円    個室：個室：個室：個室：1,6571,6571,6571,657 円／多床室：円／多床室：円／多床室：円／多床室：1,3371,3371,3371,337 円円円円    

    

    

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム    緑風園緑風園緑風園緑風園    

((((介護予防介護予防介護予防介護予防))))短期入所生活介護（ショートステイ）ご利用料金表短期入所生活介護（ショートステイ）ご利用料金表短期入所生活介護（ショートステイ）ご利用料金表短期入所生活介護（ショートステイ）ご利用料金表    

（平成（平成（平成（平成 30303030 年年年年 4444 月月月月 1111 日現在）日現在）日現在）日現在）    


