
平塚市の級地区分＝5級地 1単位＝10.45円

単位数
（単位/日）

利用者

負担額
（1日）

要介護1 636 ¥665 ¥1,555 ¥2,460 ¥4,680 ¥140,400
要介護2 703 ¥735 ¥1,555 ¥2,460 ¥4,750 ¥142,500
要介護3 776 ¥811 ¥1,555 ¥2,460 ¥4,826 ¥144,780
要介護4 843 ¥881 ¥1,555 ¥2,460 ¥4,896 ¥146,880
要介護5 910 ¥951 ¥1,555 ¥2,460 ¥4,966 ¥148,980
要介護1 636 ¥1,330 ¥1,555 ¥2,460 ¥5,345 ¥160,350
要介護2 703 ¥1,470 ¥1,555 ¥2,460 ¥5,485 ¥164,550 ※負担限度額認定
要介護3 776 ¥1,622 ¥1,555 ¥2,460 ¥5,637 ¥169,110
要介護4 843 ¥1,762 ¥1,555 ¥2,460 ¥5,777 ¥173,310
要介護5 910 ¥1,902 ¥1,555 ¥2,460 ¥5,917 ¥177,510
要介護1 636 ¥665 ¥650 ¥1,310 ¥2,625 ¥78,750
要介護2 703 ¥735 ¥650 ¥1,310 ¥2,695 ¥80,850
要介護3 776 ¥811 ¥650 ¥1,310 ¥2,771 ¥83,130
要介護4 843 ¥881 ¥650 ¥1,310 ¥2,841 ¥85,230
要介護5 910 ¥951 ¥650 ¥1,310 ¥2,911 ¥87,330
要介護1 636 ¥665 ¥390 ¥820 ¥1,875 ¥56,250
要介護2 703 ¥735 ¥390 ¥820 ¥1,945 ¥58,350
要介護3 776 ¥811 ¥390 ¥820 ¥2,021 ¥60,630
要介護4 843 ¥881 ¥390 ¥820 ¥2,091 ¥62,730
要介護5 910 ¥951 ¥390 ¥820 ¥2,161 ¥64,830
要介護1 636 ¥665 ¥300 ¥820 ¥1,785 ¥53,550
要介護2 703 ¥735 ¥300 ¥820 ¥1,855 ¥55,650
要介護3 776 ¥811 ¥300 ¥820 ¥1,931 ¥57,930
要介護4 843 ¥881 ¥300 ¥820 ¥2,001 ¥60,030
要介護5 910 ¥951 ¥300 ¥820 ¥2,071 ¥62,130

2段階

本人及び世帯全員が市
民税非課税であって、
合計所得金額＋課税
年金収入額が８０万円
以下の人

1段階
3段階

本人及び世帯全員が市
民税非課税であって、
利用者負担段階第２段
階以外の人

4段階
（1割負担）

【食費の内訳】
朝食…370円
昼食…559円
おやつ…85円
夕食…541円

4段階
（2割負担） 介護保険施設を利用する際の食費・居住費

は、原則として自己負担になります。しかし、
費用負担軽減のため、本人や家族の課税
状況や所得等に応じて、利用者負担段階を
設定し、段階ごとの負担限度額が設けられ
ています。詳しくは役所にてお問い合わせく
ださい。3段階

1段階

本人及び世帯全員が市
民税非課税であって、
老齢福祉年金の受給
者、生活保護の受給者

2段階
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1.基本サービス費・食費・居住費

所得区分 介護度

基本サービス費

食費
（1日）

居住費
（1日）

1日当たり
の利用料

（1日）

1ヵ月の
目安利用料

（30日）



2.加算 平塚市の級地区分＝5級地 1単位＝10.45円
対象 単位数 負担割合 1日当たり 1ヵ月（目安） 金額

1割負担 ¥32 ¥960 要した費用の実費

2割負担 ¥63 ¥1,890 100円/杯
1割負担 ¥15 ¥450 実費
2割負担 ¥30 ¥900
1割負担 ¥7 ¥210
2割負担 ¥13 ¥390 実費
1割負担 ¥418 ¥12,540 実費
2割負担 ¥836 ¥25,080 10円/枚
1割負担 ¥105 ¥3,150 10円/日
2割負担 ¥209 ¥6,270 実費
1割負担 ¥32 実費
2割負担 ¥63 ※1
1割負担 ¥4 ¥120 1ヵ月の利用料は
2割負担 ¥8 ¥240
1割負担 ¥13 ¥390
2割負担 ¥25 ¥750 ※2
1割負担 ¥481
2割負担 ¥962
1割負担 ¥481
2割負担 ¥962 ※3
1割負担 ¥418
2割負担 ¥836
1割負担 ¥523
2割負担 ¥1,045 ※４
1割負担 ¥11 ¥330
2割負担 ¥21 ¥630
1割負担 ¥257 ¥1,542
2割負担 ¥514 ¥3,084
1割負担
2割負担

その他の料金（介護保険外サービス料金）の内
容につきましては、提供するサービスにより、今
後変更となる場合があります。

その他の料金については、選択されたサービス
のみご負担いただきます。

退所前連携加算 必要に応じて
500単位
（1回）

退所時相談援助加算 必要に応じて
400単位
（1回）

※1ヶ月の所定単位数にサービス別加
算率（8.3％）を乗じたものとなります

246単位/日
（6日が上限）

10単位/日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 全員 8.3% ※

在宅復帰支援機能加算 必要に応じて

外泊時費用 必要に応じて

加算につきましては、今後施設の運営状況、ま
たは介護保険法改正に伴い、変更となる場合が
あります。

退所後訪問相談援助加算 必要に応じて
460単位
（1回）

看護体制加算（Ⅰ） 全員 4単位/日

退所前訪問相談援助加算 必要に応じて 460単位
（入所中に原則1回）

個別機能訓練加算 必要に応じて 12単位/日

①基本サービス費・食費・居住費②加算③その
他の料金を合算したものとなります。

30単位/月

外出行事・クラブ活動等費用
経口維持加算（Ⅰ） 必要に応じて 400単位/日

複写物の交付

経口維持加算（Ⅱ） 必要に応じて 100単位/日
家電製品電気使用料
健康管理費
その他の日常生活費

口腔衛生管理体制加算 全員

初期加算 全員 30単位/日
入所者が選定する特別食

栄養マネジメント加算 全員 14単位/日
理美容
喫茶

2000円/月
療養食加算 必要に応じて 6単位/回

貴重品の管理
預り金または立替金事務費用
利用料口座振替手数料

ローズヒル東八幡利用料金表【介護老人福祉施設（本入所）】　②
3.その他の料金（介護保険外サービス料金）

加算名 項目
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