


法⼈理念 ひとりひとりを⼤切に
親愛の丘理念 利⽤者様と従業員満⾜度に配慮し、社会貢献に務めます

基本⽅針 ⼀、 ご利⽤者様お⼀⼈お⼀⼈の思いを⼤切にし、これまでの⽣活を継続しながら、
快適で豊かに暮らせるように⽀援します。

⼀、 スタッフがやりがいを持って業務を遂⾏できるように、⼈間関係のよい、働きやすい
職場環境をつくります。

⼀、 ご利⽤者様・スタッフがともに満⾜し、地域からも信頼される施設運営を⽬指します。
⼀、 地域福祉の貢献を事業の⽬的と定め、地域の⼀員として、その責務を果たします。

紹介

法⼈概要

親愛の丘 施設概要

理事⻑ 久保 柴の

特別養護⽼⼈ホーム 親愛の丘 松⼾ 建物構造 鉄筋コンクリート造 地上4階
建

延床⾯積 定員100名
4,238.60㎡

居室
10.70㎡

トイレ付居室
10.84㎡
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■ 特別養護⽼⼈ホーム親愛の丘市川
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■　住所は1丁目1番地　ユニット型施設の魅力
職員固定配置と私服勤務で顔なじみの関係を築き、

家庭環境の継続を意識したケアを心がけます

■　個別機能訓練等の充実
専属の機能訓練士を配置することにより、

個別機能訓練も充実させます。

夜間のナースオンコール体制でも安心！

■　広さは約100㎡以上　　開放感ある魅力
施設側面のガラス壁と施設内中庭で、

暖かい太陽光を取り入れます。

5種類のトレーニングマシーンと
カラオケ・ゲーム・体操を行う

ジョイサウンド多機能レクリエーションシステム！

■　流行のライトウォーキングを施設内で！
施設中央には、約30ｍ の直線廊下が通り、

施設内を半周するだけで、

雨でも約100ｍ のライトウォーキングが可能に

1 階

ショートステイ

デイサービス

家族の介護休養や、在宅介護が困難の場合、⼀時的に施設にて介護させて頂くサービ
ス。

施設⼊所せず、昼間に⽇帰り利⽤できるサービス。⾃宅で⾃⽴した⽇常⽣活を送
ることができるよう、⾃宅にこもる孤⽴感の解消や⼼⾝機能の維持、家族の介護
の負担軽減等を⽬的として、豊富なレクリエーションや⾏事を⾏います。（定

特養併設になるので、介護度が軽度から重度の⽅々の多様なニーズに対し
てきめこまかなプランの組み⽴てが可能になります。

ケアプランセンター
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てきめこまかなプランの組み⽴てが可能になります。

2〜4 階
特別養護⽼⼈ホーム

特別養護⽼⼈ホーム【親愛の丘】は、皆様が⾃分らしく安⼼して⽣活していただくための完全個室ユニット型
施設です。
1ユニットに10名の利⽤者様が⼊所し、全10ユニット、定員100名となります。固定配置の職員と顔なじみの関
係が築くことができます。また、居室には、愛⽤の家具や⼩物を持ち込むこともでき、これまで⾃宅で過ごさ

スタッフの誓い
1. 私たちスタッフは、利⽤者様がこの地域に住まう⽅々の協⼒の下、末永く安⼼して⽣活できる環境を創ります。
2. 私たちスタッフは、利⽤者様の尊厳を重んじ、規律を守り、利⽤者様が⾃分らしく暮らせるようにお⼿伝いします。

各ユニットによって、カラーリングが変え差別化

機能的な記録スペース

開放感ある居室に、愛⽤の品々をお持ちください ユニットを結ぶ共⽤部分！イベント、団らんの



親愛の丘 館内の御案内



親愛の丘 アクセスマップ

交通アクセス （バスでお越しの場合）

■ JR常磐線・東京メトロ千代⽥線・新京成電鉄 松⼾駅から
乗場：松⼾駅東⼝ 新京成バス1番乗場 系統：松3 松5

新東京病院⾏き または 新東京病院経由三⽮⼩台⾏き
下⾞バス停：新東京病院前 徒歩8分

■ JR武蔵野線・北総・成⽥アクセス線 東松⼾駅から

特別養護⽼⼈ホーム 親愛の丘
〒 270-2232 千葉県松⼾市和名ヶ⾕1258-1

TEL 047-712-1200 FAX 047-712-1201

利⽤料⾦表（⼊所） 令和 3年 4⽉ 1⽇現



※　トイレ付の部屋は550円増しの料金となります。
※　その他、実費・加算が別途かかります。

※　負担限度額の認定を受けるためには、事前に行政への申請が必要です。

負担限度なし

◆サービス実施に伴い加算される費用

　（総単位数×0.083　/　月）
　（総単位数×0.027　/　月）

◆その他の加算（該当者のみ）

　（入所から30日間・入院後の再入所も同様）

　（1食毎・1日3回まで）

　（月6日限度）
　（死亡日以前31日～45日）
　（死亡日以前4日～30日）
　（死亡日以前2日～3日）

介護度 単位 段階 サービス費 食費 住居費 1日当たり合計 30日分
自己負担目安

要介護　1 652

第一段階

¥682

¥300 ¥820

第三段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,642 ¥79,260
第四段階 ¥1,850 ¥2,800 ¥5,332 ¥159,960

¥1,802 ¥54,060
第二段階 ¥390 ¥820 ¥1,892 ¥56,760

要介護　2 720

第一段階

¥753

¥300 ¥820

第三段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,713 ¥81,390
第四段階 ¥1,850 ¥2,800 ¥5,403 ¥162,090

¥1,873 ¥56,190
第二段階 ¥390 ¥820 ¥1,963 ¥58,890

要介護　3 793

第一段階

¥829

¥300 ¥820

第三段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,789 ¥83,670
第四段階 ¥1,850 ¥2,800 ¥5,479 ¥164,370

¥1,949 ¥58,470
第二段階 ¥390 ¥820 ¥2,039 ¥61,170

要介護　4 862

第一段階

¥901

¥300 ¥820

第三段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,861 ¥85,830
第四段階 ¥1,850 ¥2,800 ¥5,551 ¥166,530

¥2,021 ¥60,630
第二段階 ¥390 ¥820 ¥2,111 ¥63,330

要介護　5 929

第一段階

¥971

¥300 ¥820

第三段階 ¥650 ¥1,310 ¥2,931 ¥87,930
第四段階 ¥1,850 ¥2,800 ¥5,621 ¥168,630

¥2,091 ¥62,730
第二段階 ¥390 ¥820 ¥2,181 ¥65,430

第四段階 　上記以外の方

　日常生活費 → 　実費

　おやつ代 → 　150円　/　日

第一段階

　世帯全員が市町村民税

　非課税者

老齢福祉年金を受給されている方 生活保護等を受給されている方

第二段階
合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
かつ、預貯金が単身で1,000万円（夫婦で2,000万円）以下

第三段階 上記第2段階以外の方　かつ、預貯金が単身で1,000万円（夫婦で2,000万円）以下

　付き添い料 → 　1,000円　/　1時間

　理美容代金（カット） → 　2,240円　/　回
　電気製品使用料 → 　600円　/　月（1品につき）

　夜勤職員配置加算 II 2　 → 19　円　/　日

　生活機能向上連携加算 II 2　 → 105　円　/　月
　個別機能訓練加算 I → 13　円　/　日

　精神科医療養指導加算 → 6　円　/　日
　口腔衛生管理加算 II → 115　円　/　月

　看護体制加算Ⅰ2　 → 5　円　/　日
　看護体制加算 II 2　 → 9　円　/　日

　日常生活継続支援加算 2　 → 48　円　/　日

　福祉施設処遇改善加算 I　 → 83/1000　/　月
　科学的介護推進体制加算 II → 53　円　/　月

　療養食加算 → 7　円　/　回
　褥瘡マネジメント加算 II → 14　円　/　月

　福祉施設特定処遇改善加算Ⅰ → 27/1000　/　月

　経口維持加算 I → 418　円　/　月

　個別機能訓練加算 II → 21　円　/　月

　初期加算 → 32　円　/　日

　看取り介護加算 I 2 → 151　円　/　日
　看取り介護加算 I 3 → 711　円　/　日

　看取り介護加算 I 1 → 76　円　/　日
　外泊時費用 → 257　円　/　日
　排せつ支援加算 I → 11　円　/　月

利⽤料⾦表（⼊所） 令和 3年 4⽉ 1⽇現

サービス利⽤料 （5級地10.45）換算

実費

段階区分

加算（⼀部）



　（死亡日）　看取り介護加算 I 4 → 1338　円　/　日


