
令和元年１０月１日改訂

○ 個室 ○ 多床室（４人部屋）

※　保険料段階について

単身で１千万円、夫婦世帯で２千万円を超える預貯金等の資産を有する場合は、第４段階となります。

第４段階 上記以外の方。

第１段階
生活保護を受給されている方。
世帯全員及び別世帯の配偶者が市町村民税非課税であり、老齢福祉年金を受給している方。

第２段階
世帯全員及び別世帯の配偶者が市町村民税非課税であり、
本人の合計所得金額と年金収入額の合計が８０万円以下の方。

第３段階 世帯全員及び別世帯の配偶者が市町村民税非課税であり、第１・第２段階以外の方。

¥108,236

２割 ¥182,800 ２割 ¥140,615

３割 ¥218,431 ３割 ¥172,994

１割

¥47,879

第２段階 ¥79,341 第２段階 ¥62,139

第３段階 ¥102,591 第３段階 ¥70,199
要介護５

第１段階

１割

¥76,551

要介護５

第１段階

第４段階

¥147,169

第４段階

３割 ¥165,979

第４段階

¥144,928

第４段階

¥105,898

２割 ¥178,318 ２割 ¥135,938

３割 ¥211,708

第２段階 ¥77,100 第２段階 ¥59,801

第３段階 ¥100,350 第３段階 ¥67,861
要介護４

第１段階

１割

¥74,310

要介護４

第１段階

１割

¥45,541

¥103,525

２割 ¥173,573 ２割 ¥131,193

３割 ¥204,590 ３割 ¥158,861

１割

¥43,168

第２段階 ¥74,727 第２段階 ¥57,428

第３段階 ¥97,977 第３段階 ¥65,488
要介護３

第１段階

１割

¥71,937

要介護３

第１段階

第４段階

¥142,555

第４段階

３割 ¥151,533

第４段階

¥140,008

第４段階

¥101,082

２割 ¥168,478 ２割 ¥126,307

３割 ¥196,948

第２段階 ¥72,180 第２段階 ¥54,985

第３段階 ¥95,430 第３段階 ¥63,045
要介護２

第１段階

１割

¥69,390

要介護２

第１段階

１割

¥40,725

¥98,710

２割 ¥163,804 ２割 ¥121,562

３割 ¥189,937 ３割 ¥144,415

１割

¥38,353

第２段階 ¥69,843 第２段階 ¥52,613

第３段階 ¥93,093 第３段階 ¥60,673
要介護１

第１段階

１割

¥67,053

要介護１

第１段階

第４段階

¥137,671

第４段階

(食費・居住費等含む)

特別養護老人ホーム上総園　１ヶ月（３１日）の利用料の目安

要介護度 保険料段階
負担
割合

利用料
要介護度 保険料段階

負担
割合

利用料
(食費・居住費等含む)



① ３１日分の介護保険適用額の目安【 基本料金（※１）＋加算料金（※２）】

② 居住費・・・介護保険料段階に応じ、料金が設定されています。

③ 食費・・・介護保険料段階に応じ、料金が設定されています。

④ 行事活動費（１日１００円）及び日常生活諸費（１日１００円）

⑤ その他（保険外）・・・医療費、理髪代、外来送迎費等の別途費用です。

※１　基本料金

※２　加算について・・・（　　）内はおおよその加算金額です。

日常生活継続支援加算（個室 １日４６円／多床室 １日３６円）
・要介護度の高い高齢者に対し、介護福祉士を多く配置し、質の高いケアを行います。

看護体制加算（１日１２円）
・基準を上回る看護職員を配置し、手厚い看護体制を確保しています。

夜勤職員配置加算（個室 １日２１円／多床室 １日１６円）
・基準を上回る夜勤職員を配置し、夜間も手厚いケアを提供します。

栄養マネジメント加算（１日１４円）
・管理栄養士を配置して栄養マネジメントを行い、低栄養状態の予防、改善を図ります。

精神科医師配置加算（１日５円）
・精神科医師による診療及び療養指導を、月２回行います。

個別機能訓練加算（１日１２円）
・機能訓練指導員が個別のリハビリ計画を策定し、機能回復を目指します。

口腔衛生管理体制加算（１月３０円）
・介護職員が歯科衛生士からの指導、助言を受けることにより、より質の高い口腔ケアを行います。

介護職員処遇改善加算 及び 介護職員等特別処遇改善加算
・基本料金及び上記加算を加えた額の１０００分の８３と１０００分の２７の合計に相当する額。

¥1,551 ¥1,687

３割の方 ¥1,700 ¥1,907 ¥2,120 ¥2,327 ¥2,531

要介護５

１割の方 ¥567 ¥636 ¥707 ¥776 ¥844従来型
多床室

負担割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

２割の方 ¥1,134 ¥1,272 ¥1,414

¥1,716 ¥1,852

３割の方 ¥1,941 ¥2,145 ¥2,367 ¥2,574 ¥2,777

要介護５

１割の方 ¥647 ¥715 ¥789 ¥858 ¥926ユニット型
個室

負担割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

２割の方 ¥1,294 ¥1,430 ¥1,578

１日 ¥300 ¥390 ¥650 ¥1,392

３１日 ¥9,300 ¥12,090 ¥20,150 ¥43,152

¥26,505

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

¥2,006 ¥855

３１日 ¥25,420 ¥0 ¥25,420 ¥11,470 ¥40,610 ¥11,470 ¥62,186

多床室 個室 多床室

１日 ¥820 ¥0 ¥820 ¥370 ¥1,310 ¥370

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階

個室 多床室 個室 多床室 個室

¥60,081 ¥64,758

３割の方 ¥68,558 ¥75,676 ¥83,004 ¥90,122 ¥97,137

要介護４ 要介護５

３１日

１割の方 ¥22,853 ¥25,225 ¥27,668 ¥30,041 ¥32,379

２割の方
多床室

利用日数 負担割合 要介護１ 要介護２ 要介護３

¥45,705 ¥50,450 ¥55,336

¥56,940 ¥62,035 ¥66,780 ¥71,262

３割の方 ¥78,399 ¥85,410 ¥93,052 ¥100,170 ¥106,893

要介護５

３１日

１割の方 ¥26,133 ¥28,470 ¥31,017 ¥33,390 ¥35,631

２割の方 ¥52,266

特別養護老人ホーム上総園　利用料の内訳

個室

利用日数 負担割合 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４


