
介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）

みえのはな四日市
ご入居案内

開設 平成15年2月1日

【お問合せ先】
みえのはな 四日市
〒510-0034

三重県四日市市滝川町13-3
ＴＥＬ：059-332-1156
ＦＡＸ：059-332-1157

http://horishin.jp/



入居費用（敷金・礼金などの一時金は不要）

固定費用

【内訳】
※家賃 78,800円
※食費 37,260円（1日 1,242円【8％税込】 ）

（◆治療食は1日1,909円【8％税込】 ）
※管理費 33,000円 【10％税込】

（内訳⇒電気・ガス・水道料金、衛生管理費
保守管理費、入居者様にかかる事務経費）

※家賃・食費・管理費は前払いとなります。
※月の途中でのご入居は日割りで計算させて頂きます。

（◆退去時の日割りはございません。）
（◆退去の申し出時期等により返金内容が変わります。）

●月額(30日の場合)

149,060円（税込）



介護保険費用

※上記の負担額は「1割」の場合です。
2割や3割の方はそれぞれ異なります（×２）（×３）

「介護保険負担割合証」を確認下さい。

（地域区分1単位＝10.27円）

【加算給付費】
①夜間看護体制加算 10単位/日

（※要介護のみ）

②医療機関連携加算 80単位/月

③サービス提供体制強
化加算Ⅲ
（常勤75％以上）

６単位/日

④退院退所時連携加算
（医療機関に３０日を
超える入院をしたのち
再入居）

30単位/日
（３０日間）

⑤介護職員
処遇改善加算Ⅰ

1ヵ月の基本単位
に上記の該当単位
を加えて加算率
8.2％を乗じた単
位数で算定

⑥介護職員等
特定処遇改善加算Ⅱ

1ヵ月の基本単位
に上記の該当単位
を加えて加算率
1.2％を乗じた単
位数で算定

介護度
単位数

（単位/日）
処遇改善加算
（単位/月）

特定
処遇改善加算
（単位/月）

入居者負担額
（１割・30日）
右図①～④除く

支援１ 182 448 66 6,136円

支援２ 311 765 112 10,483円

介護１ 538 1,323 194 18,134円

介護２ 604 1,486 217 20,359円

介護３ 674 1,658 243 22,719円

介護４ 738 1,815 266 24,875円

介護５ 807 1,985 291 27,202円



※固定費用+介護サービス費

約155,196円～176,262円程度

介護保険

ご利用料金の総額

① 149,060円（税込・30日の場合)

② 6,136円～27,202円
（30日・1割負担の場合）

●洗濯機器使用料（0円～4,000円）
●介護用品や日用品などの実費（０円～個人使用分）
●理美容代、娯楽などの実費立替分

※医療機関や薬局の請求は含まれません（立替えは行っておりません）。
⇒往診代や検査代、薬剤費、居宅療養管理指導料等が別途発生します。

③

①＋②

固定費用



その他の費用

●洗濯機器使用料 4,000円/月（1週間1,000円）
（ご家族様洗濯の場合は必要ありません）

●医療費（医療保険の自己負担）

●薬剤費（居宅療養管理指導料が別途請求されます）

●おむつ代（施設介護用品もしくはご家族様で購入）

●消耗品
（ティッシュペーパー、トイレットペーパー等）

●理美容代

●外出援助の際の食事代、アクティビティー実費立替分



ご入居対象者
• 介護保険受給対象者 要支援１～要介護５

– 日常生活で何らかの介護援助を必要とされる方。

– お体の弱い方、寝たきりの方、認知症の方等。

〔長期入院の場合〕

• 入院の場合も、毎月の家賃・管理費は発生します。

• 入院治療が長期にわたり必要、あるいは希望され、

退院の目処が立たない場合、今後のご相談を行います。

• 再入居をご希望の際は、優先的にご入居の斡旋を行います。



建物構造

３階建４５部屋
(入居定員：４５名様)

１階 １５名様
２階 １５名様
３階 １５名様

みえのはな 四日市 平面図



家具・電化製品等
寝具類、タンス、テレビ、時計、冷蔵庫、椅子、机など(簡易収納有）
電話機（※NTTの工事費別途要）

衣類等（必要な衣類・タオルなどご準備ください）

外出着・寝巻き・下着、布団カバー（3枚程度）・枕カバー（3枚程度）
シーツ（3枚程度）、タオル（４～５枚程度、個人的に使用されるもの）など

靴
室内用・外出用

雑貨・消耗品等（トイレットペーパー・ティッシュペーパーなど）

洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉・義歯洗浄剤・義歯保管用ケース）

ご使用の介護用品（杖・車椅子・おむつなど）

内服中の薬（内服薬・目薬・塗り薬など）

各種保険証（介護保険証、健康保険証、老人医療受給者証、身体障害者手帳など）

施設入所中の方は、施設からの退所サマリ－、医師の紹介状
居室の中を飾るもの（時計、絵、花、写真など）

お持込頂く物について
各居室（約15㎡）には、トイレ・洗面台・照明器具・カーテン・冷暖房等が備え付けとなっております。
入居者様がお好きなようにお使い下さい。
お持ち頂く物を参考までにご紹介致します。尚、お持ち物すべてにご記名をお願い致します。



介護サービス
～個別ケアプランに基づく生活援助～

生活相談員及びケアマネージャーが入居者様、ご家族様と生活援助全般に
ついてご相談の上、ケアプランを作成致します。



食事について

 提携給食会社の栄養士が高齢者に適した
メニューを作り、配食いたします。

 1階キッチンで職員が、ご飯、
味噌汁を作り、最終調理等味付け、
盛付け、各階で配膳、下膳を行います。

 食事の時間帯は概ね以下の通りです。
（各階共通ダイニングにて提供させていただきます）

朝食 8：００～ 10：００
昼食 １２：００～１4：0０
夕食 １８：００～２０：００

 入居者様が希望される時間、場所で可能な限り
対応いたします。

 心身状況に応じて、摂食介助をいたします。
 摂食状況に応じて、食事形態の変更を致します。



 移動や食事・排泄・入浴の介助など
（浴室は全て１人用です。寝台浴もございます。）

 掃除・洗濯…居室清掃・布団干しなど（◆洗濯は有料）

 娯楽…散歩や買い物、外食など（家族様のご協力もお願いします）

◆職員が付き添う場合の経費負担について
①職員の飲食代は、ご負担頂きます。
②職員の入場料・旅費等は「全額」ご負担頂きます。

 他サービス（実費）
…訪問理美容・おむつ類・トイレットペーパーなどの消耗品

身体介護・生活援助



医療・健康管理について
 介護・看護職員は、入居者様の健康管理を常に行います。

（看護師は日中のみ勤務となります）

 協力医療機関からの医師が定期的に（月２回以上）往診し、
必要に応じて処方を行います。

 体調不良時や緊急の場合は、往診医に連絡し、適切な指示を仰ぎます。
また、救急搬送・入院の手配を行います。

 現在の主治医に往診して頂いても結構です。
２４時間連絡体制が可能でない医師の場合はご相談下さい。

 治療の必要性は医師の判断によります。
 治療につきましては、ご入居者様本人の意思確認及びご家族様の合意を得るものと

いたします。
 通院は、ご家族様のご協力（送迎・付き添い等）をお願いいたします。



みえのはな 四日市提携医療機関

 内科往診医 すずらん診療所(石川義典医師)
四日市市日永1丁目3番18号 059-348-5588

 あかつき台歯科
四日市市あかつき台2-1-20 059-337-2911

 平岡回生堂薬局
四日市市富田一丁目20-10 059-364-3333



薬について

 協力薬局が、往診医の処方箋に基づき一元管理を行います。
（調剤・一包化・配達・管理・服薬説明・薬情報の提供等）

⇒このサービスは、介護保険上の「居宅療養管理指導」に該当します。

･･･薬局より薬価代金及び居宅療養管理指導料の１割負担を請求いたします。

 協力薬局が管理する薬棚より薬を取り出し、配薬、服薬、
服用の援助をいたします。

配薬後は医師・薬剤師による指導の下、看護師により
確認を行っております。

「居宅療養管理指導」＝介護を必要とし、通院が難しい高齢者の方に薬剤師が訪
問し、服薬上の指導を行い、計画的に薬剤の管理をするよう医師からの指示を受
けた場合に適用が可能な介護保険上のサービスです。



ご家族様へ

 面会
２４時間いつでもお気軽にご訪問下さい。
（夜間は防犯上施錠しますが、インターホンでお呼び下さい）

 食事・宿泊
ご一緒にお食事をお楽しみ下さい 3日前迄にご連絡頂ければ、実費にてご用意いたし
ます ご宿泊も可能です。

 外出
散歩、買い物、外食、外泊等、お気軽にお楽しみ下さい。食事代は、３日前迄に連絡
していただければ１日単位（¥1,242-税込）でご返金いたします。

 家族の広場
毎月発行の新聞は、入居者様、家族様よりのご意見、ご感想等を掲載いたします。

 わくわくツアー
入居者様を対象にした団体旅行サービスです。
日帰り、１泊旅行等、募集案内をご覧頂き、ぜひご一緒に参加下さい。



施設見学・入居相談

仮入居申込み

ご本人様との面談

ご契約

ご入居

⇒居室の正式な決定は契約時になります。

ご入居までの流れ

お引越し

⇒ご見学前に訪問日のご連絡をお願いします。

⇒現在の居所（自宅・病院）へお伺いします。
本人様の情報を確認させていただき、
入居の意思確認もさせて頂きます。

⇒空室時は「体験入居」も可能です。
（最長５日間まで。食費のみご請求します。）



みえのはな 四日市アクセス

【電車でお越しのとき】

●近鉄名古屋線川原町駅下車

東へ徒歩2分

【車でお越しのとき】

●名古屋方面より

国道1号線滝川町交差点を右折

50ｍ程度走った右側。

喫茶店キーポイントと同じ敷地内の

駐車場の奥に、みえのはな 四日市があります。



みえのはな 鈴鹿 ご案内

○交通アクセス

【電車･バスでお越しのとき】

●伊勢鉄道「玉垣駅」下車徒歩15分

●近鉄「白子駅」より三重交通バスで

鈴鹿中央病院行き「石垣池公園」亭下車徒歩6分

【車でお越しのとき】

●国道２３号線「南玉垣町」交差点を西へ

AGFとローソンのある交差点を右折

１本目の左手の細い路地を入り、200ｍ左側。

【お問合せ先】
〒513-0816

三重県鈴鹿市南玉垣町6507-1
ＴＥＬ：059-381-5111
ＦＡＸ：059-381-5113

http://horishin.jp/

開設 平成23年11月1日


