
フラワー園　短期入所生活介護  
　　

介護保険による個人負担予定額 （第　1　段階）

要支援１ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 476 10.83 ¥573 ¥0 ¥300 ¥50 ¥923
従来型個室 476 10.83 ¥573 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,243 単位

要支援２ 1日分 1日分 1日分 1日分 要介護1～5

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 585 10.83 ¥705 ¥0 ¥300 ¥50 ¥1,055
従来型個室 585 10.83 ¥705 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,375

単位

要介護１ 1日分 1日分 1日分 1日分 ※上記加算は、保険単位に含まれます。

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 639 10.83 ¥769 ¥0 ¥300 ¥50 ¥1,119 単位

従来型個室 639 10.83 ¥769 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,439 単位

※上記加算は、保険単位に含まれていません。

要介護２ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 708 10.83 ¥852 ¥0 ¥300 ¥50 ¥1,202
従来型個室 708 10.83 ¥852 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,522

要介護３ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 780 10.83 ¥939 ¥0 ¥300 ¥50 ¥1,289
従来型個室 780 10.83 ¥939 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,609

要介護４ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 849 10.83 ¥1,021 ¥0 ¥300 ¥50 ¥1,371
従来型個室 849 10.83 ¥1,021 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,691

要介護５ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 917 10.83 ¥1,104 ¥0 ¥300 ¥50 ¥1,454
従来型個室 917 10.83 ¥1,104 ¥320 ¥300 ¥50 ¥1,774

※上記合計は、介護職員処遇改善加算(8.3％)および特定介護職員処遇改善加算(2.7％)を乗じた金額となります。
※その他個人的に利用される喫茶、理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。

※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

送迎サービス（片道）　　　　   184　

2021.8.1現在

要支援1、2

サービス提供体制　　　　　　　18

合計　　　　　　　　　　　　　 　　30

機能訓練体制                   　12

機能訓練体制                  　12

生活機能訓練（毎月）　　 　　 200

夜勤職員配置　　　　          　13

サービス提供体制　　         　18

合計　　　　　　　　　　　     　　43



フラワー園　短期入所生活介護  
　　

介護保険による個人負担予定額 （第　2　段階）

要支援１ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 476 10.83 ¥573 ¥370 ¥600 ¥50 ¥1,593
従来型個室 476 10.83 ¥573 ¥420 ¥600 ¥50 ¥1,643 単位

要支援２ 1日分 1日分 1日分 1日分 要介護1～5

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 585 10.83 ¥705 ¥370 ¥600 ¥50 ¥1,725
従来型個室 585 10.83 ¥705 ¥420 ¥600 ¥50 ¥1,775

単位

要介護１ 1日分 1日分 1日分 1日分 ※上記加算は、保険単位に含まれます。

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 639 10.83 ¥769 ¥370 ¥600 ¥50 ¥1,789 単位

従来型個室 639 10.83 ¥769 ¥420 ¥600 ¥50 ¥1,839 単位

※上記加算は、保険単位に含まれていません。

要介護２ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 708 10.83 ¥852 ¥370 ¥600 ¥50 ¥1,872
従来型個室 708 10.83 ¥852 ¥420 ¥600 ¥50 ¥1,922

要介護３ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 780 10.83 ¥939 ¥370 ¥600 ¥50 ¥1,959
従来型個室 780 10.83 ¥939 ¥420 ¥600 ¥50 ¥2,009

要介護４ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 849 10.83 ¥1,021 ¥370 ¥600 ¥50 ¥2,041
従来型個室 849 10.83 ¥1,021 ¥420 ¥600 ¥50 ¥2,091

要介護５ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 917 10.83 ¥1,104 ¥370 ¥600 ¥50 ¥2,124
従来型個室 917 10.83 ¥1,104 ¥420 ¥600 ¥50 ¥2,174

※上記合計は、介護職員処遇改善加算(8.3％)および特定介護職員処遇改善加算(2.7％)を乗じた金額となります。
※その他個人的に利用される喫茶、理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。

※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

送迎サービス（片道）　　　　   184　

2021.8.1現在

要支援1、2

サービス提供体制　　　　　　　18

合計　　　　　　　　　　　　　 　　30

機能訓練体制                   　12

機能訓練体制                  　12

生活機能訓練（毎月）　　 　　 200

夜勤職員配置　　　　          　13

サービス提供体制　　         　18

合計　　　　　　　　　　　     　　43



フラワー園　短期入所生活介護  
　　

介護保険による個人負担予定額 （第　3　段階①）

要支援１ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 476 10.83 ¥573 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥1,993
従来型個室 476 10.83 ¥573 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,443 単位

要支援２ 1日分 1日分 1日分 1日分 要介護1～5

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 585 10.83 ¥705 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥2,125
従来型個室 585 10.83 ¥705 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,575

単位

要介護１ 1日分 1日分 1日分 1日分 ※上記加算は、保険単位に含まれます。

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 639 10.83 ¥769 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥2,189 単位

従来型個室 639 10.83 ¥769 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,639 単位

※上記加算は、保険単位に含まれていません。

要介護２ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 708 10.83 ¥852 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥2,272
従来型個室 708 10.83 ¥852 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,722

要介護３ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 780 10.83 ¥939 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥2,359
従来型個室 780 10.83 ¥939 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,809

要介護４ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 849 10.83 ¥1,021 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥2,441
従来型個室 849 10.83 ¥1,021 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,891

要介護５ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 917 10.83 ¥1,104 ¥370 ¥1,000 ¥50 ¥2,524
従来型個室 917 10.83 ¥1,104 ¥820 ¥1,000 ¥50 ¥2,974

※上記合計は、介護職員処遇改善加算(8.3％)および特定介護職員処遇改善加算(2.7％)を乗じた金額となります。
※その他個人的に利用される喫茶、理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。

※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

送迎サービス（片道）　　　　   184　

2021.8.1現在

要支援1、2

サービス提供体制　　　　　　　18

合計　　　　　　　　　　　　　 　　30

機能訓練体制                   　12

機能訓練体制                  　12

生活機能訓練（毎月）　　 　　 200

夜勤職員配置　　　　          　13

サービス提供体制　　         　18

合計　　　　　　　　　　　     　　43



フラワー園　短期入所生活介護  
　　

介護保険による個人負担予定額 （第　3　段階②）

要支援１ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 476 10.83 ¥573 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,293
従来型個室 476 10.83 ¥573 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥2,743 単位

要支援２ 1日分 1日分 1日分 1日分 要介護1～5

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 585 10.83 ¥705 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,425
従来型個室 585 10.83 ¥705 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥2,875

単位

要介護１ 1日分 1日分 1日分 1日分 ※上記加算は、保険単位に含まれます。

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 639 10.83 ¥769 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,489 単位

従来型個室 639 10.83 ¥769 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥2,939 単位

※上記加算は、保険単位に含まれていません。

要介護２ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 708 10.83 ¥852 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,572
従来型個室 708 10.83 ¥852 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥3,022

要介護３ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 780 10.83 ¥939 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,659
従来型個室 780 10.83 ¥939 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥3,109

要介護４ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 849 10.83 ¥1,021 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,741
従来型個室 849 10.83 ¥1,021 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥3,191

要介護５ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 917 10.83 ¥1,104 ¥370 ¥1,300 ¥50 ¥2,824
従来型個室 917 10.83 ¥1,104 ¥820 ¥1,300 ¥50 ¥3,274

※上記合計は、介護職員処遇改善加算(8.3％)および特定介護職員処遇改善加算(2.7％)を乗じた金額となります。
※その他個人的に利用される喫茶、理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。

※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

2021.8.1現在

要支援1、2

機能訓練体制                  　12

サービス提供体制　　　　　　　18

合計　　　　　　　　　　　　　 　　30

機能訓練体制                   　12

夜勤職員配置　　　　          　13

サービス提供体制　　         　18

合計　　　　　　　　　　　     　　43

送迎サービス（片道）　　　　   184　

生活機能訓練（毎月）　　 　　 200



フラワー園　短期入所生活介護  
　　

介護保険による個人負担予定額 （第　4　段階）

要支援１ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 476 10.83 ¥573 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥2,923
従来型個室 476 10.83 ¥573 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,239 単位

要支援２ 1日分 1日分 1日分 1日分 要介護1～5

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 585 10.83 ¥705 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥3,055
従来型個室 585 10.83 ¥705 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,371

単位

要介護１ 1日分 1日分 1日分 1日分 ※上記加算は、保険単位に含まれます。

保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計
多　床　室 639 10.83 ¥769 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥3,119 単位

従来型個室 639 10.83 ¥769 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,435 単位

※上記加算は、保険単位に含まれていません。

要介護２ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 708 10.83 ¥852 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥3,202
従来型個室 708 10.83 ¥852 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,518

要介護３ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 780 10.83 ¥939 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥3,289
従来型個室 780 10.83 ¥939 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,605

要介護４ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 849 10.83 ¥1,021 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥3,371
従来型個室 849 10.83 ¥1,021 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,687

要介護５ 1日分 1日分 1日分 1日分
保険単位 3級地 保険自己負担額 居住費 食材費 おやつ代 合　計

多　床　室 917 10.83 ¥1,104 ¥855 ¥1,445 ¥50 ¥3,454
従来型個室 917 10.83 ¥1,104 ¥1,171 ¥1,445 ¥50 ¥3,770

※上記合計は、介護職員処遇改善加算(8.3％)および特定介護職員処遇改善加算(2.7％)を乗じた金額となります。
※その他個人的に利用される喫茶、理美容等は個人負担となります。
※ご利用料金は、要介護度・利用者負担段階（軽減を受けるためには申請が必要です）により変動いたします。

※ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせください。宜しくお願い致します。

2021.8.1現在

サービス提供体制　　         　18

要支援1、2

生活機能訓練（毎月）　　 　　 200

機能訓練体制                  　12

送迎サービス（片道）　　　　   184　

サービス提供体制　　　　　　　18

合計　　　　　　　　　　　　　 　　30

機能訓練体制                   　12

夜勤職員配置　　　　          　13

合計　　　　　　　　　　　     　　43


