
特別養護老人ホーム　豊潤館　料金表 2022年10月1日

①ユニット型　個室＿月額

②従来型　4人室＿月額

③従来型　個室＿月額

④従来型ショート　個室＿日額

⑤従来型ショート　4人室＿日額

施設利用料金＝①介護サービス費＋②居住費＋③食費＋④加算項目費

  (介護保険は、原則非課税です。)

・料金表には、基本的な必要費用は、すべては含まれています。

　但し、入退所の一時的な費用や個別に必要な特別な費用は含まれません。

・特別養護老人ホーム入居規定では、基本「介護度３」以上ですが、市町村が特別必要と

　　認めた場合のみ「介護度１，２」の方も入所が可能です。

・費用軽減適用を受けるには、市町村が発行する「介護保険負担限度額認証」を持参下さい。

・費用計算は、春日部市の単位単価で、30日／月での計算となってます。

・豊潤館の費用は、設備「ベッド・家具・カーテン」・消耗品「おむつ代」は、含まれています。

　但し、「個人の医療費」や「個人所有テレビの電気代50円/日」は別途です。

※高額介護サービスについて
高額介護サービス費は、月々の「施設サービス費」の１割負担の合計が下記の金額を超えた場合
には、各市区町村に申請をし、超えた額が払い戻しされます。
・第1段階　￥15,000円
・第2段階　￥15,000円
・第３段階　￥24,600円
・第4段階　￥37,200円
・第5段階　￥44,400円（同一世帯内の65歳以上の方の収入が
　　　　　　　　　　　　　　　1人383万円、2人以上520万円を超える場合）
【お知らせ】



負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

 第２段階 要介護１ ¥25,279 ¥24,600 ¥11,700 ¥61,579
収入合計が80万円 要介護２ ¥27,638 ¥24,600 ¥11,700 ¥63,938

以下の方 要介護３ ¥30,171 ¥24,600 ¥11,700 ¥66,471
要介護４ ¥32,564 ¥24,600 ¥11,700 ¥68,864
要介護５ ¥34,889 ¥24,600 ¥11,700 ¥71,189

 第３段階① 要介護１ ¥25,279 ¥39,300 ¥19,500 ¥84,079
収入合計が80万円 要介護２ ¥27,638 ¥39,300 ¥19,500 ¥86,438
超120万以下の方 要介護３ ¥30,171 ¥39,300 ¥19,500 ¥88,971
住民税非課税 要介護４ ¥32,564 ¥39,300 ¥19,500 ¥91,364

要介護５ ¥34,889 ¥39,300 ¥19,500 ¥93,689
 第３段階② 要介護１ ¥25,279 ¥39,300 ¥40,800 ¥105,379

収入合計が120万円 要介護２ ¥27,638 ¥39,300 ¥40,800 ¥107,738
以上の方 要介護３ ¥30,171 ¥39,300 ¥40,800 ¥110,271

住民税非課税 要介護４ ¥32,564 ¥39,300 ¥40,800 ¥112,664
要介護５ ¥34,889 ¥39,300 ¥40,800 ¥114,989

 第４段階 要介護１ ¥25,279 ¥60,180 ¥48,600 ¥134,059
同じ世帯に住民税 要介護２ ¥27,638 ¥60,180 ¥48,600 ¥136,418
課税者がいる方 要介護３ ¥30,171 ¥60,180 ¥48,600 ¥138,951

要介護４ ¥32,564 ¥60,180 ¥48,600 ¥141,344
要介護５ ¥34,548 ¥60,180 ¥48,600 ¥143,328

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要介護１ ¥50,558 ¥60,180 ¥48,600 ¥159,338
２割の方 要介護２ ¥55,276 ¥60,180 ¥48,600 ¥164,056

要介護３ ¥60,341 ¥60,180 ¥48,600 ¥169,121
要介護４ ¥65,129 ¥60,180 ¥48,600 ¥173,909
要介護５ ¥69,097 ¥60,180 ¥48,600 ¥177,877

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要介護１ ¥75,837 ¥60,180 ¥48,600 ¥184,617
３割の方 要介護２ ¥82,914 ¥60,180 ¥48,600 ¥191,694

要介護３ ¥90,512 ¥60,180 ¥48,600 ¥199,292
要介護４ ¥97,693 ¥60,180 ¥48,600 ¥206,473
要介護５ ¥103,645 ¥60,180 ¥48,600 ¥212,425

春日部市単位単価：10.27　処遇加算：8.3％　特定殊遇加算数：2.7％　ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算：1.6%
日常生活継続加算：46 夜勤職員配置加算：18　栄養マネジメント強化：11　科学的介護：50

特別養護老人ホーム豊潤館①　　　　　　2022/10
ユニット型個室(１割負担)月額

ユニット型個(２割負担)月額

ユニット型個室(３割負担)月額

※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算（3種）・日常生活継続支援加算
・栄養マネジメント強化加算・夜勤職員配置加算・科学的介護推進体制加算Ⅱを含みます。
その他、入退所時や入居者様の状態によって一時的に掛かる介護費用もあります。
※３０日で計算しています。
※電気製品の持ち込み料として、1日あたり50円かかります。



負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

第１段階 要介護１ ¥22,157 ¥0 ¥9,000 ¥31,157
生活保護受給者 要介護２ ¥24,516 ¥0 ¥9,000 ¥33,516

要介護３ ¥26,979 ¥0 ¥9,000 ¥35,979
要介護４ ¥29,338 ¥0 ¥9,000 ¥38,338
要介護５ ¥31,662 ¥0 ¥9,000 ¥40,662

 第２段階 要介護１ ¥22,157 ¥11,100 ¥11,700 ¥44,957
収入合計が80万円 要介護２ ¥24,516 ¥11,100 ¥11,700 ¥47,316

以下の方 要介護３ ¥26,979 ¥11,100 ¥11,700 ¥49,779
要介護４ ¥29,338 ¥11,100 ¥11,700 ¥52,138
要介護５ ¥31,662 ¥11,100 ¥11,700 ¥54,462

 第３段階① 要介護１ ¥22,157 ¥11,100 ¥19,500 ¥52,757
収入合計が80万円 要介護２ ¥24,516 ¥11,100 ¥19,500 ¥55,116
超120万以下の方 要介護３ ¥26,979 ¥11,100 ¥19,500 ¥57,579
住民税非課税 要介護４ ¥29,338 ¥11,100 ¥19,500 ¥59,938

要介護５ ¥31,662 ¥11,100 ¥19,500 ¥62,262
 第３段階② 要介護１ ¥22,157 ¥11,100 ¥40,800 ¥74,057

収入合計が120万円 要介護２ ¥24,516 ¥11,100 ¥40,800 ¥76,416
以上の方 要介護３ ¥26,979 ¥11,100 ¥40,800 ¥78,879

住民税非課税 要介護４ ¥29,338 ¥11,100 ¥40,800 ¥81,238
要介護５ ¥31,662 ¥11,100 ¥40,800 ¥83,562

 第４段階 要介護１ ¥22,157 ¥25,650 ¥48,600 ¥96,407
同じ世帯に住民税 要介護２ ¥24,516 ¥25,650 ¥48,600 ¥98,766
課税者がいる方 要介護３ ¥26,979 ¥25,650 ¥48,600 ¥101,229

要介護４ ¥29,338 ¥25,650 ¥48,600 ¥103,588
要介護５ ¥31,662 ¥25,650 ¥48,600 ¥105,912

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要介護１ ¥44,313 ¥25,650 ¥48,600 ¥118,563
２割の方 要介護２ ¥49,031 ¥25,650 ¥48,600 ¥123,281

要介護３ ¥53,958 ¥25,650 ¥48,600 ¥128,208
要介護４ ¥58,676 ¥25,650 ¥48,600 ¥132,926
要介護５ ¥63,325 ¥25,650 ¥48,600 ¥137,575

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要介護１ ¥66,470 ¥25,650 ¥48,600 ¥140,720
３割の方 要介護２ ¥73,547 ¥25,650 ¥48,600 ¥147,797

要介護３ ¥80,937 ¥25,650 ¥48,600 ¥155,187
要介護４ ¥88,014 ¥25,650 ¥48,600 ¥162,264
要介護５ ¥94,987 ¥25,650 ¥48,600 ¥169,237

春日部市単位単価：10.27　処遇加算：8.3％　特定殊遇加算：2.7％　ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算：1.6%
日常生活継続加算：36　看護体制加算Ⅰ：4　夜勤職員配置加算数：13
栄養マネジメント強化：11　科学的介護Ⅱ：50/月

特別養護老人ホーム豊潤館②         2022/10
従来型多床室(１割負担)月額

従来型多床室(２割負担)月額

従来型多床室(３割負担)月額

※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算（3種）・日常生活継続支援加算
・栄養マネジメント強化加算・看護体制加算Ⅰ・夜勤職員配置加算・科学的介護推進体制加算Ⅱを含み
ます。その他、入退所時や入居者様の状態によって一時的に掛かる介護費用もあります。
※３０日で計算しています。
※電気製品の持ち込み料として、1日あたり50円かかります。



負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

第１段階 要介護１ ¥22,157 ¥9,600 ¥9,000 ¥40,757
生活保護受給者 要介護２ ¥24,516 ¥9,600 ¥9,000 ¥43,116

要介護３ ¥26,979 ¥9,600 ¥9,000 ¥45,579
要介護４ ¥29,338 ¥9,600 ¥9,000 ¥47,938
要介護５ ¥31,662 ¥9,600 ¥9,000 ¥50,262

 第２段階 要介護１ ¥22,157 ¥12,600 ¥11,700 ¥46,457
収入合計が80万円 要介護２ ¥24,516 ¥12,600 ¥11,700 ¥48,816

以下の方 要介護３ ¥26,979 ¥12,600 ¥11,700 ¥51,279
要介護４ ¥29,338 ¥12,600 ¥11,700 ¥53,638
要介護５ ¥31,662 ¥12,600 ¥11,700 ¥55,962

 第３段階① 要介護１ ¥22,157 ¥24,600 ¥19,500 ¥66,257
収入合計が80万円 要介護２ ¥24,516 ¥24,600 ¥19,500 ¥68,616
超120万以下の方 要介護３ ¥26,979 ¥24,600 ¥19,500 ¥71,079
住民税非課税 要介護４ ¥29,338 ¥24,600 ¥19,500 ¥73,438

要介護５ ¥31,662 ¥24,600 ¥19,500 ¥75,762
 第３段階② 要介護１ ¥22,157 ¥24,600 ¥40,800 ¥87,557

収入合計が120万円 要介護２ ¥24,516 ¥24,600 ¥40,800 ¥89,916
以上の方 要介護３ ¥26,979 ¥24,600 ¥40,800 ¥92,379

住民税非課税 要介護４ ¥29,338 ¥24,600 ¥40,800 ¥94,738
要介護５ ¥31,662 ¥24,600 ¥40,800 ¥97,062

 第４段階 要介護１ ¥22,157 ¥35,130 ¥48,600 ¥105,887
同じ世帯に住民税 要介護２ ¥24,516 ¥35,130 ¥48,600 ¥108,246
課税者がいる方 要介護３ ¥26,979 ¥35,130 ¥48,600 ¥110,709

要介護４ ¥29,338 ¥35,130 ¥48,600 ¥113,068
要介護５ ¥31,662 ¥35,130 ¥48,600 ¥115,392

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要介護１ ¥44,313 ¥35,130 ¥48,600 ¥128,043
２割の方 要介護２ ¥49,031 ¥35,130 ¥48,600 ¥132,761

要介護３ ¥53,958 ¥35,130 ¥48,600 ¥137,688
要介護４ ¥58,676 ¥35,130 ¥48,600 ¥142,406
要介護５ ¥63,325 ¥35,130 ¥48,600 ¥147,055

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要介護１ ¥66,470 ¥35,130 ¥48,600 ¥150,200
３割の方 要介護２ ¥73,547 ¥35,130 ¥48,600 ¥157,277

要介護３ ¥80,937 ¥35,130 ¥48,600 ¥164,667
要介護４ ¥88,014 ¥35,130 ¥48,600 ¥171,744
要介護５ ¥94,987 ¥35,130 ¥48,600 ¥178,717

春日部市単位単価：10.27　処遇加算：8.3％　特定殊遇加算：2.7％　ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ加算：1.6%
日常生活継続加算：36　看護体制加算Ⅰ：4　夜勤職員配置加算数：13
栄養マネジメント強化：11　科学的介護Ⅱ：50/月

特別養護老人ホーム豊潤館③        2022/10
従来型個室(１割負担)月額

従来型個室(２割負担)月額

従来型個室(３割負担)月額

※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算（3種）・日常生活継続支援加算
・栄養マネジメント強化加算・看護体制加算Ⅰ・夜勤職員配置加算・科学的介護推進体制加算Ⅱを含み
ます。その他、入退所時や入居者様の状態によって一時的に掛かる介護費用もあります。
※３０日で計算しています。
※電気製品の持ち込み料として、1日あたり50円かかります。



負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

第１段階 要支援1 ¥528 ¥320 ¥300 ¥1,148
生活保護受給者 要支援2 ¥654 ¥320 ¥300 ¥1,274

要介護１ ¥701 ¥320 ¥300 ¥1,321
要介護２ ¥781 ¥320 ¥300 ¥1,401
要介護３ ¥864 ¥320 ¥300 ¥1,484
要介護４ ¥943 ¥320 ¥300 ¥1,563
要介護５ ¥1,021 ¥320 ¥300 ¥1,641

 第２段階 要支援1 ¥528 ¥420 ¥600 ¥1,548
収入合計が80万円 要支援2 ¥654 ¥420 ¥600 ¥1,674

以下の方 要介護１ ¥701 ¥420 ¥600 ¥1,721
要介護２ ¥781 ¥420 ¥600 ¥1,801
要介護３ ¥864 ¥420 ¥600 ¥1,884
要介護４ ¥943 ¥420 ¥600 ¥1,963
要介護５ ¥1,021 ¥420 ¥600 ¥2,041

 第３段階① 要支援1 ¥528 ¥820 ¥1,000 ¥2,348
収入合計が80万円 要支援2 ¥654 ¥820 ¥1,000 ¥2,474
超120万以下の方 要介護１ ¥701 ¥820 ¥1,000 ¥2,521
住民税非課税 要介護２ ¥781 ¥820 ¥1,000 ¥2,601

要介護３ ¥864 ¥820 ¥1,000 ¥2,684
要介護４ ¥943 ¥820 ¥1,000 ¥2,763
要介護５ ¥1,021 ¥820 ¥1,000 ¥2,841

 第３段階② 要支援1 ¥528 ¥820 ¥1,300 ¥2,648
収入合計が120万円 要支援2 ¥654 ¥820 ¥1,300 ¥2,774

以上の方 要介護１ ¥701 ¥820 ¥1,300 ¥2,821
住民税非課税 要介護２ ¥781 ¥820 ¥1,300 ¥2,901

要介護３ ¥864 ¥820 ¥1,300 ¥2,984
要介護４ ¥943 ¥820 ¥1,300 ¥3,063
要介護５ ¥1,021 ¥820 ¥1,300 ¥3,141

 第４段階 要支援1 ¥528 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,319
同じ世帯に住民税 要支援2 ¥654 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,445
課税者がいる方 要介護１ ¥701 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,492

要介護２ ¥781 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,572
要介護３ ¥864 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,655
要介護４ ¥943 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,734
要介護５ ¥1,021 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,812

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要支援1 ¥1,057 ¥1,171 ¥1,620 ¥3,848
２割の方 要支援2 ¥1,308 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,099

要介護１ ¥1,402 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,193
要介護２ ¥1,561 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,352
要介護３ ¥1,727 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,518
要介護４ ¥1,886 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,677
要介護５ ¥2,043 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,834

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要支援1 ¥1,585 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,376
３割の方 要支援2 ¥1,962 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,753

要介護１ ¥2,104 ¥1,171 ¥1,620 ¥4,895
要介護２ ¥2,342 ¥1,171 ¥1,620 ¥5,133
要介護３ ¥2,591 ¥1,171 ¥1,620 ¥5,382
要介護４ ¥2,829 ¥1,171 ¥1,620 ¥5,620
要介護５ ¥3,064 ¥1,171 ¥1,620 ¥5,855

ショート個室(３割負担)日額

※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算（3種）・夜勤職員配置加算を含みます。
但し、個別の送迎費184単位、療養食加算8、認知症行動加算200、若年性加算120等は含みません。
※３０日で計算しています。

春日部市単位単価：10.33　処遇改善加算（3種）：12.6％　夜勤職員配置加算数：13

特別養護老人ホーム豊潤館④　　　　2022/10
ショート個室(１割負担)日額

ショート個室(２割負担)日額



負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

第１段階 要支援1 ¥534 ¥0 ¥300 ¥834
生活保護受給者 要支援2 ¥661 ¥0 ¥300 ¥961

要介護１ ¥708 ¥0 ¥300 ¥1,008
要介護２ ¥789 ¥0 ¥300 ¥1,089
要介護３ ¥872 ¥0 ¥300 ¥1,172
要介護４ ¥953 ¥0 ¥300 ¥1,253
要介護５ ¥1,032 ¥0 ¥300 ¥1,332

 第２段階 要支援1 ¥534 ¥370 ¥600 ¥1,504
収入合計が80万円 要支援2 ¥661 ¥370 ¥600 ¥1,631

以下の方 要介護１ ¥708 ¥370 ¥600 ¥1,678
要介護２ ¥789 ¥370 ¥600 ¥1,759
要介護３ ¥872 ¥370 ¥600 ¥1,842
要介護４ ¥953 ¥370 ¥600 ¥1,923
要介護５ ¥1,032 ¥370 ¥600 ¥2,002

 第３段階① 要支援1 ¥534 ¥370 ¥1,000 ¥1,904
収入合計が80万円 要支援2 ¥661 ¥370 ¥1,000 ¥2,031
超120万以下の方 要介護１ ¥708 ¥370 ¥1,000 ¥2,078
住民税非課税 要介護２ ¥789 ¥370 ¥1,000 ¥2,159

要介護３ ¥872 ¥370 ¥1,000 ¥2,242
要介護４ ¥953 ¥370 ¥1,000 ¥2,323
要介護５ ¥1,032 ¥370 ¥1,000 ¥2,402

 第３段階② 要支援1 ¥534 ¥370 ¥1,300 ¥2,204
収入合計が120万円 要支援2 ¥661 ¥370 ¥1,000 ¥2,031

以上の方 要介護１ ¥708 ¥370 ¥1,000 ¥2,078
住民税非課税 要介護２ ¥789 ¥370 ¥1,000 ¥2,159

要介護３ ¥872 ¥370 ¥1,000 ¥2,242
要介護４ ¥953 ¥370 ¥1,000 ¥2,323
要介護５ ¥1,032 ¥370 ¥1,000 ¥2,402

 第４段階 要支援1 ¥534 ¥855 ¥1,620 ¥3,009
同じ世帯に住民税 要支援2 ¥661 ¥855 ¥1,620 ¥3,136
課税者がいる方 要介護１ ¥708 ¥855 ¥1,620 ¥3,183

要介護２ ¥789 ¥855 ¥1,620 ¥3,264
要介護３ ¥872 ¥855 ¥1,620 ¥3,347
要介護４ ¥953 ¥855 ¥1,620 ¥3,428
要介護５ ¥1,032 ¥855 ¥1,620 ¥3,507

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要支援1 ¥1,068 ¥855 ¥1,620 ¥3,543
２割の方 要支援2 ¥1,321 ¥855 ¥1,620 ¥3,796

要介護１ ¥1,417 ¥855 ¥1,620 ¥3,892
要介護２ ¥1,577 ¥855 ¥1,620 ¥4,052
要介護３ ¥1,745 ¥855 ¥1,620 ¥4,220
要介護４ ¥1,905 ¥855 ¥1,620 ¥4,380
要介護５ ¥2,063 ¥855 ¥1,620 ¥4,538

負担段階 要介護区分 施設サービス費 居住費 食　費 合　計

負担割合証 要支援1 ¥1,602 ¥855 ¥1,620 ¥4,376
３割の方 要支援2 ¥1,982 ¥855 ¥1,620 ¥4,753

要介護１ ¥2,125 ¥855 ¥1,620 ¥4,895
要介護２ ¥2,366 ¥855 ¥1,620 ¥5,133
要介護３ ¥2,617 ¥855 ¥1,620 ¥5,382
要介護４ ¥2,858 ¥855 ¥1,620 ¥5,620
要介護５ ¥3,095 ¥855 ¥1,620 ¥5,855

ショート多床室(３割負担)日額

※施設サービス費の中には、・介護職員処遇改善加算（3種）・夜勤職員配置加算を含みます。
但し、個別の送迎費184単位、療養食加算8、認知症行動加算200、若年性加算120等は含みません。
※３０日で計算しています。

春日部市単位単価：10.33　処遇改善加算（3種）：12.6％　夜勤職員配置加算数：13

特別養護老人ホーム豊潤館⑤　　　　2022/10
ショート多床室(１割負担)日額

ショート多床室(２割負担)日額


