
1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割) 1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割)
1 ¥32,565 ¥46,825 ¥54,885 ¥102,470 ¥125,735 ¥149,000 1 ¥32,163 ¥46,423 ¥54,483 ¥102,068 ¥124,931 ¥147,795
2 ¥35,009 ¥49,269 ¥57,329 ¥104,914 ¥130,623 ¥156,332 2 ¥34,566 ¥48,826 ¥56,886 ¥104,471 ¥129,738 ¥155,004
3 ¥37,527 ¥51,787 ¥59,847 ¥107,432 ¥135,658 ¥163,885 3 ¥37,040 ¥51,300 ¥59,360 ¥106,945 ¥134,685 ¥162,425
4 ¥39,972 ¥54,232 ¥62,292 ¥109,877 ¥140,549 ¥171,221 4 ¥39,443 ¥53,703 ¥61,763 ¥109,348 ¥139,491 ¥169,634
5 ¥42,381 ¥56,641 ¥64,701 ¥112,236 ¥145,366 ¥178,447 5 ¥41,811 ¥56,071 ¥64,131 ¥111,716 ¥144,227 ¥176,737

※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています ※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています

1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割) 1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割)
1 ¥32,565 ¥46,825 ¥54,885 ¥102,470 ¥125,735 ¥149,000 1 ¥32,693 ¥46,953 ¥55,013 ¥102,691 ¥126,083 ¥149,476
2 ¥35,009 ¥49,269 ¥57,329 ¥104,914 ¥130,623 ¥156,332 2 ¥35,158 ¥49,418 ¥57,478 ¥105,156 ¥131,014 ¥156,872
3 ¥37,527 ¥51,787 ¥59,847 ¥107,432 ¥135,658 ¥163,885 3 ¥37,697 ¥51,957 ¥60,017 ¥107,695 ¥136,092 ¥164,489
4 ¥39,972 ¥54,232 ¥62,292 ¥109,877 ¥140,549 ¥171,221 4 ¥40,164 ¥54,424 ¥62,484 ¥110,162 ¥141,025 ¥171,888
5 ¥42,381 ¥56,641 ¥64,701 ¥112,236 ¥145,366 ¥178,447 5 ¥42,593 ¥56,853 ¥64,913 ¥112,591 ¥145,884 ¥179,176

※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています ※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています

1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割) 1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割)
1 ¥42,083 ¥47,973 ¥68,433 ¥118,343 ¥141,206 ¥164,070 1 ¥42,485 ¥48,375 ¥68,835 ¥118,745 ¥142,010 ¥165,275
2 ¥44,486 ¥50,376 ¥70,836 ¥120,746 ¥146,013 ¥171,279 2 ¥44,929 ¥50,819 ¥71,279 ¥121,189 ¥146,898 ¥172,607
3 ¥46,960 ¥52,850 ¥73,310 ¥123,220 ¥150,960 ¥178,700 3 ¥47,447 ¥53,337 ¥73,797 ¥123,707 ¥151,933 ¥180,160
4 ¥49,363 ¥55,253 ¥75,713 ¥125,623 ¥155,766 ¥185,909 4 ¥49,892 ¥55,782 ¥76,242 ¥126,152 ¥156,824 ¥187,496
5 ¥51,731 ¥57,621 ¥78,081 ¥127,991 ¥160,502 ¥193,012 5 ¥52,301 ¥58,191 ¥78,651 ¥128,561 ¥161,641 ¥194,722

※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています ※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています

社会福祉法人 慶美会
施設入居月額利用料金表

介護度介護度

介護度 介護度
負担限度額認定段階

令和元年10月1日　現在

負担限度額認定段階

負担限度額認定段階 負担限度額認定段階

介護度 介護度
負担限度額認定段階 負担限度額認定段階

清山荘 慈祐苑(多床室)

ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ市川(多床室)

(１) 多床室 介護福祉施設サービス費 基本料金

(２) 従来型個室 介護福祉施設サービス費 基本料金

慈祐苑(個室) ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ市川(個室)

※この料金表は施設サービス費(自己負担分)、食費、居住費を合わせ、

１ヶ月(３１日)の料金として計算しています。
※施設サービス費には各種加算が含まれています。(職員体制や

入居者個人の状況により加算を変更する場合があります)

※料金には地域単価(総単位に地域加算を乗じた値の１割)が含まれています。

(地域加算率 市川市：10.45 鎌ヶ谷市：10.27 習志野市：10.54)1段階3段階
※料金表の負担限度額認定段階「通常」とは4段階の方を指します。

サンクレール谷津(多床室)



1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割) 1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割)
1 ¥61,594 ¥64,384 ¥87,634 ¥170,280 ¥197,154 ¥224,028 1 ¥61,365 ¥64,155 ¥87,405 ¥166,982 ¥193,626 ¥220,270
2 ¥64,024 ¥66,814 ¥90,064 ¥172,710 ¥202,013 ¥231,316 2 ¥63,773 ¥66,563 ¥89,813 ¥169,390 ¥198,443 ¥227,496
3 ¥66,671 ¥69,461 ¥92,711 ¥175,357 ¥207,308 ¥239,259 3 ¥66,399 ¥69,189 ¥92,439 ¥172,016 ¥203,694 ¥235,372
4 ¥69,138 ¥71,928 ¥95,178 ¥177,824 ¥212,241 ¥246,658 4 ¥68,844 ¥71,634 ¥94,884 ¥174,461 ¥208,584 ¥242,708
5 ¥71,567 ¥74,357 ¥97,607 ¥180,253 ¥217,100 ¥253,947 5 ¥71,253 ¥74,043 ¥97,293 ¥176,870 ¥213,402 ¥249,934

※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています ※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています

※部屋代1日、2,900円 ※部屋代1日、3,300円

1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割) 1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割)
1 ¥61,365 ¥64,155 ¥87,405 ¥169,245 ¥195,889 ¥222,533 1 ¥61,365 ¥64,155 ¥87,405 ¥181,645 ¥208,289 ¥234,933
2 ¥63,773 ¥66,563 ¥89,813 ¥171,653 ¥200,706 ¥229,759 2 ¥63,773 ¥66,563 ¥89,813 ¥184,053 ¥213,106 ¥242,159
3 ¥66,399 ¥69,189 ¥92,439 ¥174,279 ¥205,957 ¥237,635 3 ¥66,399 ¥69,189 ¥92,439 ¥186,679 ¥218,357 ¥250,035
4 ¥68,844 ¥71,634 ¥94,884 ¥176,724 ¥210,847 ¥244,971 4 ¥68,844 ¥71,634 ¥94,884 ¥189,124 ¥223,247 ¥257,371
5 ¥71,253 ¥74,043 ¥97,293 ¥179,133 ¥215,665 ¥252,197 5 ¥71,253 ¥74,043 ¥97,293 ¥191,533 ¥228,065 ¥264,597

※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています ※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています

(ア)理美容、クラブ活動、外出行事等に関わる費用は別途料金がかかります。

1段階 2段階 3段階 通常(１割) 通常(２割) 通常(３割) (イ)日常費用支払い代行：預り金管理費として、1ヶ月1,000円(入院中含む)

1 ¥60,578 ¥63,368 ¥86,618 ¥182,408 ¥208,266 ¥234,124 　　　かかります。

2 ¥63,009 ¥65,799 ¥89,049 ¥184,839 ¥213,127 ¥241,415 　※医療費･薬代は利用者実費負担となります。　

3 ¥65,656 ¥68,446 ¥91,696 ¥187,486 ¥218,422 ¥249,358 　※オムツ代、衣類洗濯代(クリーニングは除く)は基本料金の中に含まれて

4 ¥68,123 ¥70,913 ¥94,163 ¥189,953 ¥223,355 ¥256,757 　　おります。

5 ¥70,552 ¥73,342 ¥96,592 ¥192,382 ¥228,214 ¥264,046 (ウ)日用品費等

※(　)内の割合は介護保険負担割合を示しています (エ)電気代　※個室持ち込みの場合（テレビ135円/月　冷蔵庫325円/月）　　　

(オ)複写物の交付　10円/1枚(コピー代)

(カ)行政手続きに関する費用　※行政手続きに係る代行手続きの経費を除く

負担限度額認定段階

負担限度額認定段階

介護度

介護度 介護度
負担限度額認定段階

負担限度額認定段階

介護度 介護度
負担限度額認定段階

(３) ユニット型個室 介護福祉施設サービス費 基本料金

ﾏｲﾎｰﾑ習志野 市川ヒルズ

ﾚｶﾞｰﾚ市川(かがやきヴィレッジ) ﾚｶﾞｰﾚ市川(きらめきヴィレッジ)

(４) その他ご負担して頂く料金

※料金内訳の詳細に関しましては、各施設にお問い合わせください※

サンクレール谷津



社会福祉法人　慶美会

○

○

○ 提出していただく書類は、コピーなどの控えをお手元に保管をお願いいたします。

○ ご記入していただいた内容をもとに入所検討委員会にて優先順位が決定いたします。

○

○

記入・提出漏れがあった場合、ご入居の必要性の判断に影響がでることがございます。

今後、施設からのご案内やご連絡は、申込者（連絡先）欄の方にさせて頂きます。申込
者は必要時、責任をもって他親族等へのご連絡を行って頂きますようにお願いいたしま
す。

申込み後に、申込み内容等に変更がありましたら、お手数ですがご連絡をお願いいたし
ます。また、他施設に入居された場合や、ご逝去されたなどによって、申込みを辞退さ
れる場合にも、必ずご連絡をいただけますようお願いいたします。

『社会福祉法人慶美会　特別養護老人ホーム　入居申込書』　３ﾍﾟｰｼﾞ（両面印刷）　

『特別養護老人ホーム入居申込書別紙（要介護度１・２の方用）』　１ﾍﾟｰｼﾞ

　この度は、社会福祉法人慶美会　特別養護老人ホームへのご入居希望を頂戴し、誠にあり
がとうございます。早速ですが、『社会福祉法人　慶美会　特別養護老人ホーム　入居申込
書』を送付させていただきます。記載事項をご確認の上、希望するいずれかの施設へ、郵送
又は窓口までご提出いただきますようお願い申し上げます。
 お住まいの住所に関係なく、希望する施設を同時に複数申し込むことが可能です。提出は
希望施設のいずれか１ヶ所で構いません。

　入居申込書（要介護1・2の方は別紙も）の内容を基に「千葉県指定介護老人福祉施設の入
所に関する指針」「社会福祉法人慶美会入所検討委員会運営規定」に基づき、「調査及び評
価票」を作成します。それをもとに入所検討委員会を行い入所待機者順位名簿を作成しま
す。名簿順に各施設より直接ご連絡させていただきます。

特別養護老人ホームへの入居をご希望される皆様へ

入居検討委員会について

入所申込提出先・問い合わせ先

　①サンクレール谷津
　　　　　　　　　　〒275-0026　　千葉県習志野市谷津4-6-10 　電話　047-411-5888

　②清山荘　　　　　〒272-0802　　千葉県市川市柏井町4-314　　電話　047-337-1231

　③ナーシングホーム市川
　　　　　　　　　　〒272-0802　　千葉県市川市柏井町4-310　　電話　047-339-5600

　④市川ヒルズ　　　〒272-0802　　千葉県市川市柏井町4-312　　電話　047-337-9888

　⑤レガーレ市川　　〒272-0802　　千葉県市川市柏井町4-315　　電話　047-303-7700

　⑥慈祐苑　　　　　〒273-0114　　千葉県鎌ケ谷市道野辺214-4　電話　047-446-3300

　⑦マイホーム習志野
　　　　　　　　　　〒275-0004　　千葉県習志野市屋敷1-1-1　　電話　047-470-1212

※ご不明な点等ありましたらご遠慮なくお問い合わせください。
（土・日祝祭日も受付しておりますが担当者が不在の場合は後日ご連絡させていただきま
す。）

提出していただくもの

（要介護１・２の方は必ず記入の上提出して下さい。記載がない場合は受付ができない
場合がございます。）

注意事項



〒　　　　－

（フリガナ） 電話 （自宅）　　　（　　　　）

（携帯）　　　（　　　　）

続柄（　　　　　）

特別養護老人ホームに入居したいので、次のとおり申し込みます。

１．入居希望施設（希望する施設に「○」をしてください。）

※お住まいの住所に関係なく、この一部でご希望の施設への申し込みが可能です

２．他施設申込み状況（該当する項目に☑をしてください。）

□今回の希望施設のみ申し込む。

施設名

□今すぐ入所したい
□令和　　　年　　　月頃までに入所したい

３．入居希望者本人の状況（入居申込みができるのは、原則要介護３以上の方です。）

　⇒【病院名・施設名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

現住所

介護保険負担
限度額認定証  有 ・ 無

食費の負担限度額（　　　　　）円
（有の方はご記入下さい）

印

☐老人保健施設以外の施設や病院に入所している

本人の
居所・現況

□自宅で夫婦のみで暮らしている

□老人保健施設に入所している⇒【施設名：　　　　　　　　　　　　】

□自宅で一人暮らしをしている　　　　　

□自宅で家族と暮らしている

　３　・　４　・　５

※要介護度１・２の方は別紙へ要
介護度を記入してください。

要介護度

被保険者番号

保険者
（交付市町村）

明・大・昭　　　年　　　月　　　日（　　歳）

介護保険負担割合証

男
・
女

要介護認定期間
令和　　年　　月　　日から
令和　　年　　月　　日まで

〒　　　－

氏名

1割　・　２割

生年月日

（フリガナ）

チェック 居室種類

多床室

多床室・従来型個室

定員

（　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

施設名

②清山荘　　

⑥慈祐苑　　

③ナーシングホーム市川

所在地

☐上記以外の施設も申し込んでいる。 （今後申し込む予定も含めて施設名を記入してください。）

鎌ヶ谷市道野辺

多床室・従来型個室

（　　　　　　　　　　）

１００名

１３６名

６０名

⑦マイホーム習志野 習志野市屋敷 全室個室 １５０名

(

連
絡
先

)

住所

氏名

新規申込書

受付日令和　　年　　月　　日

※今後、ご連絡や郵便物などはこの連絡先にお送りさせていただきます。

申込日 令和　　年　　月　　日

社会福祉法人　慶美会　特別養護老人ホーム　入居申込書

申
込
者

入居希望時期

（　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　）

１００名

１５０名

全室個室

全室個室

④市川ヒルズ　　

⑤レガーレ市川　　

市川市柏井町

①サンクレール谷津 多床室・ユニット型個室 １００名習志野市谷津



4．認知症の状況

５．担当ケアマネージャー及び入所施設・入院施設担当者

施設・病院・事業所名： 担当者名：

住所： 電話番号：

６．入居希望者本人の身体・生活の状況（ご記入、☑、○をしてください）

【現在治療中の病気（内服中・通院中含め）】

【過去に治療した病気】

 □透析　　□気管切開　　□その他

経済状況「○」をして頂き、金額をご記入下さい。

出生地

【年金】（国民・厚生・共済・遺族・恩給・障害）　　　　　　　　円/月　【生活保護】（　有 ・ 無　）

【その他収入】　　　　　　　　　　円／月　　　　　　　　【市民税】（課税世帯 ・ 非課税世帯）

生家稼業 学歴 職歴 婚姻 歳頃

 □一人で可能　□声かけ、見守りが必要　□多少介助が必要　□全介助

 □一人で可能　□声かけ、見守りが必要　□多少介助が必要　□全介助

【麻痺が】（ある・ない）⇒　麻痺の部位（　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □正常　□大声なら聞こえる　□ほとんど聞こえない　□全く聞こえない（右・左）

 □正常　□大きい字なら見える　□ほとんど見えない　□全く見えない

 □正常　□やや不自由　□ほとんど話せない　□全く話せない

 □可能　□やや困難　□その場のみ可能　□困難

生活上のこだわりや性格の特徴・宗教。また認知症による不適応行動があれば具体的にご記入ください。

入浴

更衣

麻痺等
【関節が動かない、変形している】（ある・ない）　⇒その部位（　　　　　　）

排泄

【主食】（普通・粥・ペースト）　【おかず】（普通・刻み・ミキサー・ペースト）

【飲込み】（良い・あまり良くない・悪い）　【水分】（普通・トロミ使用）

 □自力で可能　□声かけ、見守りが必要　□多少介助が必要　□全介助

 □自力で可能（トイレ・ポータブルトイレ）　□声かけ、誘導が必要　□全介助

【使用している物】（パット・紙パンツ・紙オムツ）

【尿意】（ある・あいまい・ない）

自立　・　Ⅰ　・　Ⅱa　・　Ⅱb　・　Ⅲa　・　Ⅲb　・　Ⅳ　・　M

【ご本人の主治医意見書に記載されている「認知症高齢者の日常生活自立度」を記入してください。】

（施設の方やケアマネージャー、主治医等にご確認の上、下の該当する項目に「○」をしてください。）

 □可能　□つかまれば可能　□少しなら可能　□困難

 □可能　□背もたれがあれば可能　□困難（座位保持できる時間：　　　時間位）

 □可能　□杖や歩行器を使用　□はいずりで移動　□常にベッド上である

 □車椅子を使用（自走：可 ・ 不可　）

 □自力で可能　□声かけ、見守りが必要　□多少介助が必要　□全介助

座位

歩行
（移動）

食事

口腔ケア

視力

病歴

現在必要
な医療状

況

 □経管栄養　　□胃ろう　　□在宅酸素　　□インシュリン注射　

聴力

会話

意思疎通

立位



７．入居を希望する理由（該当するものすべてに☑をしてください。）

【入居希望理由】

□介護する者がいないため。
□介護する者が｢高齢｣、｢障害｣、｢疾病｣等により十分な介護が困難なため。
□介護する者が他の家族の｢介護｣、｢看病｣、｢育児｣等により十分な介護が困難なため。
□介護する者が就労していることから、十分な介護が困難なため。
□介護する者が介護を拒否しているため。
□主に介護する者が同居している方ではなく、近隣者や別居血縁者であるため。
□介護する者の身体的・精神的負担が大きく十分な介護が困難なため。
□居住環境の事情により十分な介護が困難なため。
□施設や病院等から退所を求められているが、自宅での介護が困難なため。
□その他

【在宅で介護することが困難な理由】

８．主に介護をしている方、ご家族の状況

【同意事項】

令和　　　年　　　月　　　日

入所希望者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

入居申込者　氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

※社会福祉法人慶美会は、保有する個人情報の取り扱いに関し、適正かつ適切に対処致しております。

生年月日

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

T・S・Ｈ　  / 　/　

職業

２．本入居申込書・調査及び評価票の内容を自治体から情報提供依頼があった場合、自治体へ
　　提供することに同意します。
３．本入居申込書・調査及び評価票の内容について、関係病院・施設、担当ケアマネージャー
　　に確認することについて同意します。

１．本入居申込書・調査及び評価票の内容を、社会福祉法人慶美会に提供することに同意します。

４．本入居申込書・調査及び評価票の内容を、入所検討等に関わる範囲内で、使用することに同意します。

続柄

同居・別居・施設・病院・他

現在居所

同居・別居・施設・病院・他

生年月日
明・大・昭　　年　　月　　日
　　　　　　　（　　　歳）

（フリガナ）

主な介護者
氏名

男
・
女

続
柄

入居申込みができるのは、原則要介護３以上の方です。要介護１・２の方は入居を必要とす
るやむを得ない理由が必要となりますので、別紙へも必ずご記入下さい。ご記入がない場
合は、受付ができない場合がございます。

連絡先

　　　-　　　-

　　　-　　　-

同
居
家
族

氏名

M・T・S　　/　　/　
要支援1・2

要介護1・2・3・4・6

M・T・S　　/　　/　
要支援1・2

要介護1・2・3・4・5

※他の要介護者（入居希望者以外に、要介護認定を受けている方がいる場合、ご記入下さい）
氏名 生年月日 要介護度

　　　-　　　-

　　　-　　　-

　　　-　　　-

　　　-　　　-

※上記以外の家族・親族者

　　　-　　　-

　　　-　　　-

別
居
家
族
・

　
　
親
族
等

続柄



○

○

※

【入居希望者本人】

□

□

□

□

入居希望者氏名 印　　

入居申込者氏名 印　　

☑を付けた項目について具体的状況を記載してください。
　（日常生活に支障がある症状・行動等）

お
住
い
の

状
況

□　現在の住居又は入所施設・病院から退所を迫られている。
　　退所予定日　令和　　　年　　　月　　　日）
□　入院・入所中であるが、戻る家がない。
□　本人専用の部屋又は家が２階以上だがエレベーターなどの昇降手段がない
□　介護上住宅改修が必要だが何らかの問題で住宅改修ができない

要介護度1･2の方用

※要介護度１・２の方は、必ずご記入の上、申込書と一緒に提出をお願いし
ます。
もし、記入・提出漏れがある場合は、受付をできない場合がございます。

※いずれにも当てはまらない場合は、入居検討対象となりません。

慶美会　特別養護老人ホーム　入居申込書別紙　

平成27年4月1日より介護保険法が改正され、特別養護老人ホームに入居できる方
は、原則要介護度3・4・5の方が対象となります。

要介護度1又は2の方は、下記の要件に当てはまる方のみ入居検討対象となります。

入居検討対象となるか確認をするもので、下記の要件に当てはまることで、入
居が決定されるものではありません。

～下記の当てはまる項目に☑をしてください～

氏名

（フリガナ）

認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎
通の困難さが頻繁に見られる。

知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意
思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。

家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保
が困難である。

単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待
できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

男
・
女

要介護度

（○をしてく
ださい）

要介護度１

要介護度２




