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201１年 3 月 31 日 

千葉県健康福祉部高齢者福祉課 

  



 

 

軽費老人ホームは、主に収入が少なくお元気な高齢者が生活するための老人ホームです。

ご本人の収入に応じて利用料が減免されるため、収入の少ない方は低額で利用できます。

施設により食事が提供され、居室はほとんどが個室であり、一部の施設では 2 人部屋もあ

ります。 

 

 

 軽費老人ホームには、ケアハウスと A 型の 2 種類があります。設備や利用料の基準が

異なり、居室はケアハウスの方が広いですが、利用料は一般に A 型の方が低額です。 

 

 

 一部の軽費老人ホームは、介護保険の特定指定を受けています。一般の軽費老人ホーム

は、お元気な高齢者を対象としており、介護サービスは提供されません。介護サービスが

必要な入所者は、訪問介護、通所介護などの施設外の事業所を利用することになります。

これに対し、介護保険の特定指定を受けた軽費老人ホームは、要介護の高齢者に対応する

ため、例外的に介護サービスを提供しています。 

 

  

 原則としては、60 歳以上で、特定指定を受けていない施設ではお元気な方、特定指定

を受けた施設では要介護認定を受けている方が入所できます。収入や居住地による制限は

ありません。なお、施設により入所要件は異なりますので、詳細は各施設にお問い合わせ

下さい。 

 

 

 各施設に直接お申し込み下さい。 

 

 

 掲載されている情報は平成 23 年 3 月 1 日時点のものです。 

  

軽費老人ホーム 

ケアハウスと A 型 

特定施設 

入所要件 

入所申し込み 

その他 



 

 

 

  

軽費老人ホーム地図 



 

 

番号 圏域 種別 施設名 所在地 介護保険 

01 千葉 ケア 千寿苑 千葉市   

02 千葉 ケア 恵光園 千葉市   

03 千葉 ケア 都苑 千葉市   

04 千葉 ケア いずみ苑 千葉市   

05 千葉 ケア 若葉園 千葉市   

06 千葉 ケア 誉田園 千葉市   

07 千葉 ケア サニー秋桜 千葉市   

08 千葉 ケア モンテクローネ 千葉市   

09 千葉 ケア 晴山苑 千葉市   

10 千葉 ケア グリーンユーワ 千葉市   

11 千葉 ケア 桐花園 千葉市   

12 千葉 ケア はつらつ浜野 千葉市 特定 

13 千葉 ケア けやき園 千葉市   

14 千葉 ケア 赤かぶ園 千葉市   

15 千葉 ケア ヴィラ美浜 千葉市 特定 

16 千葉 A 型 ほんだくらぶ 千葉市   

17 千葉 A 型 はつらつの里 千葉市   

18 千葉 A 型 シャンテ山王 千葉市   

19 東葛南部 ケア ヴィラ梨香園 船橋市   

20 東葛南部 ケア みどりの丘 船橋市   

21 東葛南部 ケア 市立船橋長寿園 船橋市   

22 東葛南部 ケア ローゼンヴィラ藤原 船橋市   

23 東葛南部 ケア オレンジガーデン 船橋市   

24 東葛南部 ケア シオン 船橋市   

25 東葛南部 ケア 船橋みどりの里 船橋市   

  

軽費老人ホーム一覧 



 

 

番号 圏域 種別 施設名 所在地 介護保険 

26 東葛南部 ケア ユリダイ 市川市   

27 東葛南部 ケア ケアハウス市川 市川市   

28 東葛南部 ケア 曽谷カネヅカケアハウス 市川市   

29 東葛南部 ケア 三愛ケアハウス 市川市   

30 東葛南部 ケア 行徳ケアハウス翔裕園 市川市 特定 

31 東葛南部 ケア グリーンパーク習志野 習志野市   

32 東葛南部 ケア ヴィラ清和 習志野市   

33 東葛南部 ケア ケアハウス習志野 習志野市   

34 東葛南部 ケア ガーデンライフ八千代 八千代市   

35 東葛南部 ケア ガーデンカルミア 八千代市   

36 東葛南部 ケア 青空 八千代市   

37 東葛南部 ケア りんどう 八千代市   

38 東葛南部 ケア 梨花苑 鎌ヶ谷市   

39 東葛南部 ケア 浦安市ケアハウス 浦安市   

40 東葛南部 A 型 福寿荘 船橋市   

41 東葛北部 ケア つるの家 柏市   

42 東葛北部 ケア 四季の里 柏市   

43 東葛北部 ケア 望陽荘 柏市   

44 東葛北部 ケア 沼南の里 柏市   

45 東葛北部 ケア サンセットホーム 松戸市   

46 東葛北部 ケア リバーサイド・ヴィラ 松戸市   

47 東葛北部 ケア サンシャイン 松戸市   

48 東葛北部 ケア あすなろ 松戸市   

49 東葛北部 ケア 馬橋ケアハウスなでしこ 松戸市   

50 東葛北部 ケア ウェルフェア 野田市   

  



 

 

番号 圏域 種別 施設名 所在地 介護保険 

51 東葛北部 ケア ケアハウス野田 野田市   

52 東葛北部 ケア サンライズ流山 流山市   

53 東葛北部 ケア 春の苑 流山市   

54 東葛北部 ケア 鳥の里 我孫子市   

55 東葛北部 ケア わらく 我孫子市   

56 印旛 ケア サンエンゼルコート 成田市   

57 印旛 ケア くつろぎの里 佐倉市   

58 印旛 ケア ケアハウスちとせ 佐倉市   

59 印旛 ケア ろうたす 四街道市   

60 印旛 ケア せきれい 四街道市   

61 印旛 ケア ゴールドヴィラ大森 印西市   

62 印旛 ケア 菊華園 白井市   

63 印旛 ケア エコトピア酒々井 酒々井町   

64 印旛 A 型 よしきり 印西市   

65 香取海匝 ケア 水都苑 香取市   

66 香取海匝 ケア 多古ケアハウス 多古町   

67 香取海匝 ケア マリンピア銚子 銚子市   

68 香取海匝 ケア かすが苑 銚子市   

69 香取海匝 ケア 第 2 かすが苑 銚子市 特定 

70 香取海匝 ケア やすらぎ園 旭市   

71 香取海匝 ケア ケアハウス東総園 旭市   

72 香取海匝 ケア 希望の里 匝瑳市   

73 山武長生夷隅 ケア 茶ノ木台くらぶ いすみ市   

74 山武長生夷隅 ケア ケアハウス茂原 茂原市   

75 山武長生夷隅 ケア しょうじゅの里 茂原 茂原市   

 



 

 

番号 圏域 種別 施設名 所在地 介護保険 

76 山武長生夷隅 ケア 長生苑 茂原市   

77 山武長生夷隅 ケア ゆりの木苑 東金市   

78 山武長生夷隅 ケア 芝山苑 芝山町   

79 山武長生夷隅 ケア 楠の木ホーム 一ノ宮町   

80 山武長生夷隅 ケア ザイクスヒル長南 長南町   

81 山武長生夷隅 ケア びおとーぷ 長南町   

82 山武長生夷隅 ケア まきの木苑 長生村   

83 山武長生夷隅 A 型 勝浦部原荘 勝浦市   

84 市原 ケア 辰巳彩風苑 市原市   

85 市原 ケア 日夕苑 市原市   

86 市原 ケア 向日葵 市原市   

87 市原 ケア ぬくもりの郷ウェルビー市原 市原市   

88 市原 A 型 渓泉荘 市原市   

89 安房 ケア リブ丸山 南房総市   

90 安房 ケア アイリスの里 南房総市   

91 安房 ケア まんぼう 鴨川市   

92 君津 ケア ケアハウスグリーンパレス 木更津市   

93 君津 ケア ケアハウスかがやきの郷 木更津市   

94 君津 ケア 南清苑 木更津市   

95 君津 ケア グランディきみつ 君津市   

96 君津 ケア 大佐和苑 富津市   

97 君津 ケア ラクトピア 富津市   

 

 

  



 

番号 01 

施設名称 千寿苑 

郵便番号 267-0057 所在地 千葉市緑区大木戸町 1200-73 

電話番号 043-294-6161 ファクス 043-294-6163 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人友和会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 7 年 4 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 02 

施設名称 恵光園 

郵便番号 265-0064 所在地 千葉市若葉区大広町 252-4 

電話番号 043-292-6220 ファクス 043-292-3087 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人天光会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 7 年 12 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 03 

施設名称 ケアハウス都苑 

郵便番号 260-0802 所在地 千葉市中央区川戸町 2 番地 

電話番号 043-208-3850 ファクス 043-208-3854 

メール miyakoen@air.ocn.ne.jp 

URL http://www8.ocn.ne.jp/~miyakoen 

アクセス 千葉駅より、ちばシティバス「川戸都苑」行き終点「川戸都苑」下車 1 分

で約 20 分 

設置主体 社会福祉法人清峯会 経営主体 同左 

定員 20 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 3 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、在宅介護支援センタ

ー、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 20 万円 

月額利用料の目安 収入により７～16 万円 

入所要件 60 歳以上で自立の方 

・各部屋とも日当たりのよい和室となっています。 

・田園風景の残る自然豊かな環境です。 

・誕生会、ショッピング、各種サークル活動などを実施しています。 

 



 

番号 04 

施設名称 いずみ苑 

郵便番号 265-0043 所在地 千葉市若葉区中田町 1044-55 

電話番号 043-228-5900 ファクス 043-228-5545 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人泉寿会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 3 月 18 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 05 

施設名称 ケアハウス 若葉園 

郵便番号 264-0025 所在地 千葉市若葉区都賀 2-13-1 

電話番号 043-231-2088 ファクス 043-231-0882 

メール carehouse@wakabaen.jp 

URL http://www.wakabaen.jp 

アクセス 総武・成田線（千葉都市モノレール接続）都賀駅 東口下車 徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人若葉会 経営主体 同左 

定員 150 人 うち特定 0 開所日 平成 8 年 4 月 1 日 

開所日 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業 デイサービス 

入所時預り金 保証金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 83，615 円～116，585 円（冬季加算金含む） 

入所要件 自立または要支援 1 程度 

 駅より徒歩 5 分。公共施設、商業施設、医療機関、公園等が歩いて行ける範囲にあり、

町会活動等と共に 自由な自立生活の維持向上に便利です。 

 又、自主運営のサークル活動、伝統行事、献立などの朗らかな園内生活。ご家族、ご

友人の来訪、自由な外出など元気な日常生活を続けて頂けます。 

 



 

番号 06 

施設名称 ケアハウス誉田園 

郵便番号 266-0003 所在地 千葉市緑区高田町 1791 

電話番号 043-293-0088 ファクス 043-293-0100 

メール Uguisu-care@ever.ocn.ne.jp 

URL http://www.uguisukai.com/ 

アクセス JR 外房線 誉田駅下車タクシー10 分 

路線バス 千葉東霊園前下車、徒歩５分 

設置主体 社会福祉法人うぐいす会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 10 月 10 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業 なし 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 63,810 円～131,952 円 

入所要件 年齢 60 歳以上であること他 

・「50 人 50 通りの幸福の追求」を施設理念とし、入居者様が充実した毎日が過せる

ように応援致します。 

・一日 3 食（2 種類のメニューからの選択性）でご高齢者様の健康に適したメニュー提

供を行ないます。(パン屋・魚屋の来園もあります。) 

・入居者専用男女別一般浴場の他、男女露天風呂あり。（朝 8 時～夜 8 時までお好きな

時間に何度でも入浴できます） 

・直接の介護サービスは致しませんが、ヘルパーやデイサービスなどの介護保険サービ

スが受けられます。 

 



 

番号 07 

施設名称 サニー秋桜 

郵便番号 264-0035 所在地 千葉市若葉区東寺山町 2-6 

電話番号 043-255-7335 ファクス 043-254-7024 

メール kea-kos@titan.ocn.ne.jp 

URL なし 

アクセス 千葉都市モノレール「みつわ台駅」より徒歩 7 分 

設置主体 社会福祉法人希桜会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 11 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 なし 

併設事業 訪問介護 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 8 万～14 万円（国の通知による） 

入所要件 60 歳以上で独立して生活することが不安な方 

・駅や病院まで送迎サービス（有料）、サークル活動などを実施しています。 

・全室個室のプライバシー重視です。 

・在宅扱いのため介護保険の適用有り。 

・車イス対応のバリアフリー設計です。 

 



 

番号 08 

施設名称 ケアハウスモンテクローネ 

郵便番号 263-0002 所在地 千葉市稲毛区山王町 173-2 

電話番号 043-424-8611 ファクス 043-424-8613 

メール  

URL  

アクセス JR 総武線稲毛駅よりタクシー約 20 分 

JR 総武線稲毛駅より山王町行きバス 30 分徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人双樹会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 11 月 15 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 なし 

併設事業  

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 68,000 円～120,000 円（国通知に従う） 

入所要件 自立または要支援 1 程度の身のまわりの事ができる方 

協力医療施設山王病院まで徒歩 10 分です。無料にて送迎も行っています。 

 



 

番号 09 

施設名称 ケアハウス晴山苑 

郵便番号 262-0042 所在地 千葉市花見川区花島町 149-1 

電話番号 043-250-7351 ファクス 043-258-8900 

メール Carehouse-soudan@seizankai.j 

URL  

アクセス 京成線八千代台駅下車。京成バス花島公園下車 3 分 

設置主体 社会福祉法人晴山会 経営主体 同左 

定員 20 人 うち特定  開所日 平成 12 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業 特別養護老人ホーム デイサービス 訪問介護 

入所時預り金 20 万円 

月額利用料の目安 7 万～14 万（国通知に従う） 

入所要件 自立 

・緑が多く自然豊かな環境です。 

・協力病院へ、送迎サービス〔無料〕 

 



 

番号 10 

施設名称 グリーンユーワ 

郵便番号 266-0003 所在地 千葉市緑区高田町 1060-108 

電話番号 043-300-4881 ファクス 043-292-8533 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人穏寿会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 11 月 12 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 11 

施設名称 ケアハウス桐花園 

郵便番号 262-0032 所在地 千葉市花見川区幕張町 3-2362-2 

電話番号 043-213-3881 ファクス 043-213-3882 

メール  

URL  

アクセス JR 幕張駅よりタクシー約 8 分（徒歩 25～30 分） 

設置主体 社会福祉法人愛寿会 経営主体 同左 

定員 20 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 12 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイサービス、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 8～14 万円 

入所要件 自立又は要介護 1 程度 

・ 園内は緑に囲まれて自然に恵まれています。 

・ 敷地内は春夏秋冬、草花が咲いています。 

・ 年に数回、特別食（すし会・洋食会）を実施しています。 

・ 特養との併設に伴い食事形態が極刻み（ミキサー）まで可能です。 

 



 

番号 12 

施設名称 はつらつ浜野 

郵便番号 260-0824 所在地 千葉市中央区浜野町 338-1 

電話番号 043-209-6811 ファクス 043-209-6812 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人はつらつの里 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 30 人 開所日 平成 18 年 12 月 16 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 一般型特定施設 

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 13 

施設名称 ケアハウスけやき園 

郵便番号 266-0011 所在地 千葉市緑区鎌取町 75-1 

電話番号 043-300-2302 ファクス 043-300-2303 

メール main@jukokai.or.jp 

URL http://www.jukokai.or.jp 

アクセス JR 内房線鎌取駅北口下車徒歩 2 分 

設置主体 社会福祉法人寿好会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 16 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、居宅介護支援 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 6～11 万円 

入所要件 60 歳以上であること他 

・医療機関、郵便局、銀行、区役所、大型スーパーなどが近くにあるという優れた立地

性です。（JR 外房線鎌取駅徒歩 3 分） 

・駅やバス停に近いという利便性を兼ね備え、常に地域を身近に感じることができます。 

・老人ホーム等の施設の他に、在宅支援センターや地域交流スペースも備えています。

また、関連施設として介護老人保健施設ケアセンターけやき園も同一敷地内に併設さ

れております。 

 



 

番号 14 

施設名称 ケアハウス赤かぶ園 

郵便番号 260-0804 所在地 千葉市中央区赤井町 33-1 

電話番号 043-261-1113 ファクス 043-261-1207 

メール akakabu_en@nifty.com 

URL  

アクセス JR 千葉駅よりバス（花輪行き）約 20 分赤井町下車徒歩 4 分 

設置主体 社会福祉法人萩会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 16 年 4 月 22 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス、グループホーム、訪問介護、居宅介護支援 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 66,000 円～144,000 園 

入所要件 60 歳以上であること他 

・自然豊かな環境です。 

・デパート、駅へバス一本でいけます。 

・医務室に看護士がいます。 

・協力病院と連携しています。 

・施設内厨房での食事を提供しています。よって体調による食事が提供で須磨。 

・隔日入浴が出来ます。月曜～土曜の午後入浴できる浴室もあります。 

・各居室にシャワーが設置してあります。 

・梅、桜、藤、椿、萩、薔薇四季折々の花が咲きます。 

 



 

番号 15 

施設名称 ケアハウス ヴィラ美浜 

郵便番号 261-0012 所在地 千葉市美浜区磯辺 2-21-2 

電話番号 043-270-0311 ファクス 043-270-0116 

メール mihama@seiwaen.com 

URL http://www.seiwaen.com/mihama 

アクセス JR 京葉線「稲毛海岸駅」より千葉海浜交通「海浜公園入口」行きバスにて

「稲浜ショップ」下車 徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人 清和園 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 50 人 開所日 平成 17 年 4 月 1 日 

開所日 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定 特定施設入居者生活介護（介護予防） 外部サービスなし 

併設事業 特別養護老人ホーム・ショートステイサービス・デイサービス 

グループホーム・生活支援ハウス・地域包括支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入及び介護度により約 13 万～20 万円程 

入所要件 原則 60 歳以上の方で、要支援 1 以上の認定を受けている方がご

入居いただけます。申し込みは直接施設にご相談ください。 

ヴィラ美浜は、介護型高齢者居住施設で全室個室となっております。ご入居後は独立

した生活に不安がある方や家族による援助が困難な方の食事、入浴、排泄、生活相談、

緊急時対応等を支援いたします。 

 



 

番号 16 

施設名称 軽費老人ホームほんだくらぶ 

郵便番号 266-0003 所在地 千葉市緑区高田町４０１－１６ 

電話番号 043-291-6601 ファクス 043-292-1885 

メール honda.c@arion.ocn.ne.jp 

URL http://www.honda-club.jp/ 

アクセス ＪＲ外房線誉田駅より徒歩約 10 分 

設置主体 社会福祉法人白雪会 経営主体 同左 

定員 100 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 55 年 10 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム A 型 圏域 千葉 

特定指定 無 

併設事業 居宅介護支援、訪問介護 

入所時預り金 無 

月額利用料の目安 収入により、62,780 円～  （冬季は暖房費、2,070 円が加算） 

入所要件 満 60 歳以上で、ある程度身辺自立しており、心身共に健康な方 

・交通の便も良く、閑静な住宅地に隣接した施設です。 

・個室 97 室、2 人（夫婦）部屋３室で、冷暖房完備、全室南西向き。 

・個別サービス費は別途かかります。 

 



 

番号 17 

施設名称 はつらつの里 

郵便番号 265-0046 所在地 千葉市若葉区小間子町 4-6 

電話番号 043-239-0100 ファクス 043-239-0188 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人はつらつの里 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 56 年 5 月 20 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 千葉 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 18 

施設名称 軽費老人ホームシャンテ山王 

郵便番号 263-0002 所在地 千葉市稲毛区山王町 176-3 

電話番号 043-423-3060 ファクス 043-423-3064 

メール  

URL  

アクセス JR 総武線稲毛駅よりタクシー約 20 分 

JR 総武線稲毛駅より山王町行きバス 30 分徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人双樹会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 60 年 10 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム A 型 圏域 千葉 

特定指定 なし 

併設事業  

入所時預り金 なし 

月額利用料の目安 収入により 62,780 円～137,780 円（国通知に従う） 

入所要件 自立または要支援 1 程度の身のまわりの事ができる方 

協力医療施設山王病院まで徒歩 10 分です。無料にて送迎も行っています。 

 



 

番号 19 

施設名称 ヴィラ梨香園 

郵便番号 274-0051 所在地 船橋市車方町 543 

電話番号 047-457-2817 ファクス 047-457-7951 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人創明会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 3 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 20 

施設名称 みどりの丘 

郵便番号 273-0041 所在地 船橋市旭町 4-9-1 

電話番号 047-430-7711 ファクス 047-430-7779 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人治生会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 4 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 21 

施設名称 市立船橋長寿園 

郵便番号 274-0822 所在地 船橋市飯山満町 2-519-3 

電話番号 047-461-9994 ファクス 047-411-8478 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 船橋市 経営主体 社会福祉法人清和会 

定員 40 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 5 月 22 日 

設置形態 併設 設立種別 公立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 22 

施設名称 ケアハウスローゼンヴィラ藤原 

郵便番号 273-0047 所在地 船橋市藤原 8-17-3 

電話番号 047-430-7933 ファクス 047-430-7931 

メール rv3@engokai.or.jp 

URL www.engokai.or.jp/ 

アクセス 東武野田線馬込沢駅より、新京成バス慈祐苑行きに乗り、藤台第二公園前   

下車、徒歩５分 

設置主体 社会福祉法人千葉県福祉援護会 経営主体 同左 

定員 26 人 うち特定 0 人 開所日 平成１２年１月４日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 国通知に従い、収入により 6～14 万円程度 

入所要件 60 歳以上であること他 

・外部介護保険サービス利用可、その他必要に応じて施設職員によるサービス（有料）

を受けることができます。 

・書道、折り紙、俳句、体操、カラオケなど各種サークル活動実施のほか、季節ごとの

行事も充実しております。 

・毎日入浴可能、手すり、シャワーチェアなどもあり安心です。 

・船橋駅まで公共の交通機関を利用し、３０分程度と便利です。 

 



 

番号 23 

施設名称 ケアハウスオレンジガーデン 

郵便番号 274-0816 所在地 船橋市芝山 7-41-3 

電話番号 047-461-8236 ファクス 047-461-8238 

メール orange-info@abelia.ocn.ne.jp 

URL http://care-net.biz/12/orangegarden/ 

アクセス 東葉高速鉄道西船橋駅より 2 駅「飯山満」（はさま）駅より徒歩 8 分 

新京成バス JR 東船橋駅北口より 15 分「芝山中学校前」下車徒歩 8 分 

設置主体 社会福祉法人康和会 経営主体 同左 

定員 62 人 うち特定 0 人 開所日 平成 12 年 11 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、在宅介護支援センター 

入所時預り金 30 万円 （二人部屋）50 万円 

月額利用料の目安 収入により 10 万円～13 万円（国の基準に基づく） 

入所要件 60 歳～で自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる方 

・全館集中管理機能システムによる管理 

・管理栄養士の献立による入居者の健康を考えた食事の提供（一日三食セレクトメニュ

ーの実施） 

・温泉システムの導入による浴室（マッサージ器 2 階・3 階）、ミネラル温泉天然活性

石「ライトーン（石英斑岩）」「パワーストーン（角閃石岩）」使用、身体の芯から温ま

り湯冷めもしにくく、ミネラル温泉効果のあるお風呂です。 

 



 

番号 24 

施設名称 ケアハウスシオン 

郵便番号 274-0053 所在地 船橋市豊富町 659-3 

電話番号 047-456-2227 ファクス 047-457-0187 

メール ｋeahausu_sion@ybb.ne.jp 

URL なし 

アクセス 新京成線 三咲駅よりバスで約 15 分または 

新京成線および東葉高速線 北習志野駅よりバスで約 20 分 

設置主体 社会福祉法人 豊富福祉会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所一時金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により約 9～約 15 万円 

入所要件 自立またはトイレ、入浴等が出来る方（要介護度は問いません） 

・前が総合病院（協力医療機関）です。 

・となりがコンビニです。 

・日替わりで八百屋さん、パン屋さん、クリーニング屋さん、ヤクルトさんなどが来て

くれます。 

  

施設外観 

 



 

番号 25 

施設名称 船橋みどりの里 

郵便番号 274-0056 所在地 船橋市神保町 131-2 

電話番号 047-440-6310 ファクス 047-449-2200 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人夏進会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 15 年 2 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 26 

施設名称 ケアハウスユリダイ 

郵便番号 272-0832 所在地 千葉県市川市曽谷 5-27-3 

電話番号 047-372-1880 ファクス 047-372-1881 

メール Yuridai@yuridai.or.jp 

URL  

アクセス 市川市曽谷 5-27-3  JR 市川駅下車 国分高校行き京成バス 15 分 

曽谷春雨橋停留所下車徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人七和福祉会 経営主体 同左 

定員 33 名 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 4 月 10 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業 なし 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 8 万円 

入所要件 お部屋の整理等が一人で出来、共同生活ができる自立した高齢者。 

・厨房（栄養士管理）で調理する食事。入浴の用意があります。緊急時のサポートを行

います。 

・プライバシーを守り、自立した個人生活を尊重して、老いを迎えた心身の不安に応え

たケア機能と最小限のサービス提供を兼ねそなえた軽費老人ホームです。 

・不意の病気や怪我なども医療機関などと連絡に備えるよう緊急時の対応の体制を整え

ております。各室には、事務室や宿直室に通じる緊急連絡コール、非常通報装置が万

全です。 

 



 

番号 27 

施設名称 ケアハウス市川 

郵便番号 272-0802 所在地 市川市柏井町 4-306-1 

電話番号 047-339-6222 ファクス 047-339-6225 

メール carehouseichi@utopia.ocn.ne.jp 

URL http://care-net.biz/12/keibikai 

アクセス ＪＲ武蔵野線市川大野駅よりタクシーで約 10 分 / ＪＲ総武線下総中山

駅より京成バス「市営霊園行き」「柏井 4 丁目」バス停より徒歩約 10 分 

設置主体 社会福祉法人慶美会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 3 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所時預り金 敷金 30 万円+居住費の一時金 8 万円 

月額利用料の目安 平均約 10 万円（収入により 8 万円～16 万円） 

入所要件 原則、60 歳以上で身の回りのことがご自身でできる方 

・毎日入浴ができます 

・毎食、主食は 3 種類（朝食ではパンもあり）から選択できます。朝食時には、数種類

の飲み物が選択できます。 

・市内送迎サービス（有料・条件あり）等、各種施設独自の自立支援サービスがありま

す。 

・同系列の診療所までの無料送迎バスが利用できます（車で片道 5 分） 

・法人内に特別養護老人ホーム 5 ヶ所、通所介護事業所 7 ヶ所、訪問介護事業所１ヶ

所、訪問入浴事業所 1 ヶ所、居宅介護支援事業所 3 ヶ所、地域包括支援センター4 ヶ

所、在宅介護支援センター2 ヶ所があります。 

 

 



番号 28 

施設名称 曽谷カネヅカケアハウス 

郵便番号 272-0832 所在地 市川市曽谷 2-26-3 

電話番号 047-375-6101 ファクス 047-375-6105 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人青風会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 12 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 29 

施設名称 三愛ケアハウス 

郵便番号 272-0802 所在地 市川市柏井町３－６５０ 

電話番号 047-300-6001 ファクス 047-300-6002 

メール sanai@s.email.ne.jp 

URL http://www.e-care-sanai.jp/index.html 

アクセス JR 船橋法典駅発京成バス市営霊園行約 10 分「柏井本村」バス停下車 3 分 

JR 下総中山駅発京成バス市営霊園行約 30 分「柏井本村」バス停下車 3 分 

設置主体 福祉法人三愛 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 16 年 6 月 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業 デイサービス・ホームヘルパーステーション・居宅介護支援事業所 

入所時預り金 30 万 

月額利用料の目安 収入により 9 万円から 12 万円程度 

入所要件 自立から自炊が出来ない程度の身体機能の低下が認められる方 

・自然に囲まれ静かな環境です。 

・食事は栄養士のもと健康の維持を考慮し、季節の食材を多く取り入れています 

・男女別の大浴場は、広く時間を忘れてゆっくりと入浴でき、また個人浴室も用意して

おります 

・カラオケ、麻雀、などの趣味サークル活動や季節の行事（お花見、納涼祭、バスツア

ー、クリスマス会など）を多数行っています。 

・毎週のお買い物送迎や駅・病院・公共機関への定期送迎サービスを提供しております 

・同じ建物内にデイサービス・ホームヘルパーステーション・居宅介護支援事業所が併

設されており介護保険利用のご相談や介護サービスを利用できます。 

 



 

番号 30 

施設名称 行徳ケアハウス翔裕園 

郵便番号 272-0121 所在地 千葉県市川市末広 1-1-48 

電話番号 047-701-6630 ファクス 047-357-2201 

メール gyotoku@genki-mura.com 

URL  

アクセス 東京メトロ東西線行徳駅より徒歩７分 

設置主体 社会福祉法人長寿の里 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 50 人 開所日 平成 16 年 10 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 一般型特定施設、一般型予防特定施設 

併設事業 デイサービス 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 135,208 円～226,115 円 

入所要件 満 60 歳以上の方で、原則要介護認定を受けている方 

 市川市立第七中学校と公会堂、保育所、そして新型ケアハウス・デイサービスセンタ

ーという多様な事業機能を持つ複合施設です。 

 老人福祉法上のケアハウスの要件を満たしつつ、新型ケアハウスという新しい枠組み

の中で、介護の必要になった方が適切な介護サービスを受けられます。 

 生活は全室個室で、１ユニット 10 名ごとのグループユニットケアで、それぞれのユ

ニットを生活単位にして、ニーズに沿った個別サービスを受けながらのグループ生活と

なります。 

 



 

番号 31 

施設名称 ケアハウスグリーンパーク習志野 

郵便番号 275-0005 所在地 千葉県習志野市新栄１丁目１０番２号 

電話番号 047-476-5122 ファクス 047-476-5147 

メール jimu@n-kaiseien.jp 

URL http://www.n-kaiseien.jp 

アクセス 京成線実籾駅下車徒歩 10 分 

JR 津田沼北口バス 5 番「日大実籾」行 20 分 終点下車徒歩 1 分 

設置主体 社会福祉法人 旭悠会 経営主体 社会福祉法人 旭悠会 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 6 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム ・ デイサービスセンター ・ グループホーム 

入所時預り金 30 万円（預り金） ※5,000 円×60 ヶ月も可 

月額利用料の目安 年間収入により月額 8～12 万円程度 ※国通知に従う 

入所要件 60 歳以上で自立の方 

・都市隣接型…交通便利な地域にあり、ショッピング・旅行・レクリエーションなどの

活動を自由に行っていただけます。 

・複合施設型…入居後、要介護状態になった場合でも、在宅介護サービスなどの施設利

用が可能です。 

・体験入居型…いつでも 1～2 日の体験入居が無料でご利用いただけます。入居者の方

との ふれ合いを実感してください。 

 



 

番号 32 

施設名称 ケアハウスヴィラ清和 

郵便番号 275-0025 所在地 習志野市秋津 3-5-3 

電話番号 047-453-1000 ファクス 047-453-1021 

メール narashino@seiwaen.com 

URL  

アクセス JR 京葉線新習志野駅より徒歩 5 分 / JR 総武線津田沼駅南口京成バス

10 番のりば第 7 中学校経由新習志野駅行き運動公園入り口下車徒歩 1 分 

設置主体 社会福祉法人清和園 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイサービス、デイサービス、ケアプラン 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 10～15 万円 

入所要件 自立 

・高齢者に適した食事を食堂にて提供。 

・男女別浴室が用意してあります。 

・生活相談員や介護職員が日常生活のご相談に対応いたします。 

・ナースコール（非常通報装置）や全館放送、医療機関との提携。 

・日常生活上の援助や介護が必要になった場合は、介護保険サービス等が円滑に利用で

きるように、連絡調整を支援します。 

・定期的な健康診断と健康の維持、疾病の予防。 

・自主的な趣味やサークル活動、地域活動への助言・協力 

 

 



番号 33 

施設名称 ケアハウス習志野 

郵便番号 275-0004 所在地 習志野市屋敷１－１－１ 

電話番号 047-470-1212 ファクス 047-470-5255 

メール myhome@siren.ocn.ne.jp 

URL http://care-net.biz/12/keibikai 

アクセス JR 総武線、京成千葉線「幕張本郷駅」より京成バス津田沼駅（屋敷経由）

行（４番口）で 5 分「屋敷」下車 

設置主体 社会福祉法人慶美会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 17 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 10 万円～15 万円程度 

入所要件 60 歳以上の方で独立して生活するのに不安のある方 

・施設の目の前にバス停（京成バスの「屋敷」）があります。 

・施設横に広い公園があります。 

・施設 1 階に地域の住民も利用のできる「地域交流スペース（喫茶室）」があります。 

・週 3 回のラジオ体操、1～2 ヶ月に１度の介護予防の集いの実施他、併設の特養との

合同イベントや慰問など、多くの行事を企画・実施しております。 

 

 

 



番号 34 

施設名称 ケアハウスガーデンライフ八千代 

郵便番号 276-0047 所在地 八千代市吉橋 1059-17 

電話番号 047-459-0866 ファクス 047-459-8889 

メール gardenlife@wind.ocn.ne.jp 

URL  

アクセス 東葉高速鉄道 八千代緑が丘駅 徒歩 7 分 

設置主体 社会福祉法人愛正会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、在宅支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 90,810 円～176,280 円（国通知に従う） 

入所要件 自立または要支援 2 の方 

・八千代緑ヶ丘駅まで徒歩 7 分 

・各種サークル活動実施 

・夏祭り、ビアガーデンなどの行事も豊富 

・ケアハウスからの景色が素晴らしい 秋から冬にかけては富士山が見える 

・少人数なので家庭的である 

・スーパーまで徒歩 8 分 

 

 



番号 35 

施設名称 社会福祉法人清明会 ケアハウス ガーデンカルミア 

郵便番号 276-0004 所在地 八千代市島田台 1002-6 

電話番号 047-488-6610 ファクス 047-488-6612 

メール Karumia-yatiyo@crux.ocn.ne.jp 

URL http://seimeikai-hanamizuki.com/ 

アクセス 東葉高速線「八千代緑ヶ丘」駅から船尾車庫行きバス→島田台病院前下車→ 

徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人清明会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 5 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 （特別養護老人ホーム、短期入所、通所介護、訪問介護、居宅介護、ケアハ

ウスが隣接） 

入所時預り金 1 人→30 万   2 人→50 万 

月額利用料の目安 1 人→92,310 円～  2 人→163,620 円～ 

入所要件 60 歳以上で自炊ができない程度の自立の方 

・部屋は全室南向き 

・行事を活発かつ積極的に行なっている（年２００回以上目標） 

・健康促進運動  毎日のラジオ体操、足湯、マッサージ、温熱療法、貯筋運動 

・施設の雰囲気が家族のような場所 

・年３回入居者懇談会（職員と入居者の話し合い）を開き食事内容等を検討しています 

 

 

 



番号 36 

施設名称 青空 

郵便番号 276-0013 所在地 八千代市保品字栗谷 2070-5 

電話番号 047-488-8349 ファクス 047-488-4649 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人悠久会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 9 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 37 

施設名称 りんどう 

郵便番号 276-0004 所在地 八千代市島田台 998-4 

電話番号 047-480-5150 ファクス 047-488-8345 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人清明会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 4 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 38 

施設名称 梨花苑 

郵便番号 273-0128 所在地 鎌ヶ谷市くぬぎ山 4-8-22 

電話番号 047-383-5111 ファクス 047-383-2381 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人檪山福祉会 経営主体 同左 

定員 60 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 11 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 39 

施設名称 浦安市ケアハウス 

郵便番号 279-0023 所在地 浦安市高洲 19-1 

電話番号 047-382-2943 ファクス 047-382-2436 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 浦安市 経営主体 社会福祉法人聖隷福祉事業団 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 8 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 公立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛南部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 40 

施設名称 軽費老人ホーム福寿荘 

郵便番号 274-0061 所在地 船橋市古和釜町 791-1 

電話番号 047-462-2021 ファクス 047-462-7638 

メール info@shuokai.org 

URL http://www.shuokai.org 

アクセス 新京成線・東葉高速線北習志野駅より古和釜十字路行きバス古和釜高校前下

車徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人修央会 経営主体 同左 

定員 100 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 58 年 5 月 14 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム A 型 圏域 東葛南部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム 

入所時預り金 0 円 

月額利用料の目安 62,780 円～（年収 1,500,000 円以下の場合） 

入所要件 60 歳以上の自立生活できる方 

・栄養バランスのとれた季節感のある食事を提供しております。年間 38 回の行事食が

あります。 

・施設内で受けられるサービスが充実しています。看護士常勤、内科往診（週 1 回）、

歯科往診（週 1 回）、精神科往診（月 2 回）、訪問理容（月 1 回）、出張販売（週 1 回）。 

・各種クラブ活動の充実（詩吟クラブ、カラオケクラブ、ゲームクラブ）。地域公開の映

画上映会を月 2 回実施しています。 

・地域の皆さんも参加する夏祭りや映画上映会に是非ご参加いただいて、雰囲気を見に

来て下さい。 

 



 

番号 41 

施設名称 ケアハウスつるの家 

郵便番号 277-0053 所在地 柏市酒井根 45-1 

電話番号 04-7171-0601 ファクス 04-7171-0612 

メール minorikai@r7.dion.ne.jp 

URL http://www.minorikai.org 

アクセス 常磐線「南柏駅」東口からバスで（01、02、05）番約 10 分 

「竜光寺前」又は「酒井根」下車徒歩約 5 分 

設置主体 社会福祉法人美野里会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ショートステイ、訪問介護サ

ービス、居宅介護サービス 

入所時預り金 保証金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 95,000 円～135,000 円 

入所要件 最低限自立生活のできる方 

・近隣には老健や病院があり、福祉サービスが地域の中で受けやすいエリアにある。 

・入所者の自主的な活動として老人会へ参加し、地域交流を大切にしている。 

・音楽療法によるリハビリ実施 

・買物援助として業者による販売がある。 

・当施設のバスにより、小遠足や一泊旅行等、行事が多彩である。 

・入所者の自治組織として「友の会」がある。 

 



入居者のお散歩 

コースです。 

 

番号 42 

施設名称 ケアハウス 四季の里 

郵便番号 277-0835 所在地 柏市松ヶ崎 899 番地 1 

電話番号 04-7135-3355 ファｯクス 04-7135-3535 

メール shikinosato@aoikai.jp 

URL http://www.aoikai.jp/shisetu/shinwakai/main.html 

アクセス JR 柏駅よりタクシーで 10 分 

バスを利用の方は、「須賀」下車 徒歩 10 分 

設置主体 社会福祉法人真和会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、通所介護、訪問介護 

居宅支援事業所、包括支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 9 万 5 千円～15 万 5 千円程度（前年度の収入により変動あり） 

入所要件 60 歳以上で身の回りの事がある程度出来る方 

・充実の年間行事とクラブ活動をご提案させて頂いています。 

・ケアハウス周辺には大堀川が流れており、人気の散歩コースとなっています。 

・朝昼夕の 3 食ともに、栄養士によるバランスのとれた献立の提供をしています。 

・入居者の方々が声を掛け合い、安心のできる大浴場がご利用頂けます。 

 

  

笑顔の絶えな
い食堂です。 

入居者のお散
歩コースです。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Ohoririverpark.JPG


 

番号 43 

施設名称 ケアハウス望陽荘 

郵便番号 277-0884 所在地 柏市みどり台 1-3-1 

電話番号 04-7137-0333 ファクス 04-7137-0222 

メール boyoukai@yj8.so-net.ne.jp 

URL http://www.bouyoukai.or.jp 

アクセス 東武野田線江戸川台駅東口より徒歩 10 分 

設置主体 社会福祉法人望陽会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスセンター、認知症対応

型デイサービス、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 9～13 万円 

入所要件 自立又は要介護 1 位の方 

・毎日入浴の提供 

・環境、立地条件が良い。 

 



 

番号 44 

施設名称 ケアハウス沼南の里 

郵便番号 277-0931 所在地 柏市藤ヶ谷 1076 番地 3 

電話番号 04-7160-6688 ファクス 04-7160-6680 

メール yamatokai@ceres.ocn.ne.jp 

URL  

アクセス 東武野田線高柳駅よりタクシーで 10 分 

設置主体 社会福祉法人大和会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 12 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス、居宅介護支援 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 83 千円～145 千円 

入所要件 自立 

・掛け流し風呂で毎日利用 

・週 1 回通院送迎サービス（有料） 

・毎月季節を感じる行事 

・各種サークル（絵手紙等）活動を実施 

 



 

番号 45 

施設名称 ケアハウスサンセットホーム 

郵便番号 270-2253 所在地 千葉県松戸市日暮 4-7-7 

電話番号 047-392-6681 ファクス 047-392-6682 

メール sunset.y@titan.ocn.ne.jp 

URL http://www6.ocn.ne.jp/~sunset.h/ 

アクセス 新京成線八柱駅より徒歩 7 分 

武蔵野線新八柱駅より徒歩 7 分 

設置主体 社会福祉法人八柱福祉会 経営主体 同左 

定員 59 人 うち特定 0 人 開所日 平成 4 年 6 月 10 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 訪問介護事業 

入所時預り金 1 人部屋 30 万円 2 人部屋 50 万円 

月額利用料の目安 収入により 1 人部屋 8～13 万円 2 人部屋 15.4～25.6 万円 

入所要件  

・八柱駅・新八柱駅より徒歩 7 分 

・京葉線で東京駅まで直通 35 分 

・通院等送迎サービス有り(有料) 

・クラブ活動が充実(10) 

・スーパー・病院・郵便局 500ｍ圏内にあります。 

 



 

番号 46 

施設名称 ケアハウス リバーサイド･ヴィラ 

郵便番号 270-0011 所在地 千葉県松戸市根木内１６１番地 

電話番号 047-342-0017 ファクス 047-342-0049 

メール neiuchi@pastel.ocn.ne.jp 

URL  

アクセス ＪＲ常磐線北小金駅よりタクシーで約７分 

ＪＲ常磐線北小金駅東武バス「南柏」行根木内バス停下車徒歩５分 

設置主体 社会福祉法人根木内福祉会 経営主体 社会福祉法人根木内福祉会 

定員 50 名 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 11 月 7 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 訪問介護 

居宅介護支援 

入所一時金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により約 8 万円～14 万円 

入所要件 自立から要介護 2 程度の方 

・近くには根木内城跡公園があるなど、緑豊かな住宅街の中にあります。 

・旬の食材をとりいれた家庭的なお料理を提供いたします。（業者委託ではありません。） 

・様々なサークル活動やゆっくり体操、四季折々の季節行事をお楽しみいただけます。 

・要介護度が重くなっても、訪問介護等のサービス

を利用することにより、ケアハウスで安心して、

その人らしい人生を過ごしていただけるようにサ

ポートさせていただきます。 

・通院、お買い物などの車送迎サービス(有料)を行

っております。 

 



 

番号 47 

施設名称 サンシャイン 

郵便番号 271-0043 所在地 松戸市旭町 2-270-1 

電話番号 047-374-6211 ファクス 047-374-6212 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人陽光会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 7 月 15 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 48 

施設名称 ケアハウスあすなろ 

郵便番号 270-2251 所在地 松戸市金ヶ作 138 

電話番号 047-311-6000 ファクス 047-311-6100 

メール careasunaro@viola.ocn.ne.jp 

URL http://asunaro-takagi.com/ 

アクセス 新京成線常盤平駅より徒歩 10 分 

設置主体 社会福祉法人高木福祉会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 11 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛飾北部 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 8 万円～15 万円 

入所要件 原則として 60 歳以上であること他 

・緑豊かな自然も多くあり、高齢者の方にも住みよい環境です。 

 



 

番号 49 

施設名称 馬橋ケアハウスなでしこ 

郵便番号 271-0051 所在地 松戸市馬橋 1435-8 

電話番号 047-309-8883 ファクス 047-309-8858 

メール care_nadeshiko04@muj.biglobe.ne.jp 

URL http://nadeshiko-2002.jp/ 

アクセス JR 常磐線各駅停車 馬橋駅より徒歩５分 

設置主体 社会福祉法人馬橋福祉会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 11 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定  

併設事業 デイサービスセンター、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 33 万円 

月額利用料の目安 収入により約 83,000 円～142,500 円 

入所要件 身体機能の低下等により一人での生活が困難になった方 

～その人がその人らしい生活を～ 

「なでしこ」では、お一人お一人の生き方や文化を尊重し、その方が自立した生活を

送れるよう支援させていただいております。 

 また、駅から徒歩５分と立地条件には大変恵まれております。病院、スーパー、コン

ビニ、郵便局、支所等もすぐ近くにあるので、安心して生活していただけます。 



 

番号 50 

施設名称 ウェルフェア 

郵便番号 270-0222 所在地 野田市木間ｹ瀬 6129 

電話番号 04-7198-5141 ファクス 04-7198-5871 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人恵愛会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 1 月 16 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 51 

施設名称 ケアハウス野田 

郵便番号 278-0013 所在地 野田市上三ｹ尾 392-1 

電話番号 04-7138-3354 ファクス 04-7138-3383 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人昴 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 12 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 52 

施設名称 サンライズ流山 

郵便番号 270-0135 所在地 流山市野々下 2-488-6 

電話番号 04-7141-2255 ファクス 04-7141-2221 

メール sun@nagareyamaakebonokai.or.jp 

URL http://www.nch.or.jp 

アクセス 東武野田線豊四季駅下車徒歩 10 分（送迎バスあり） 

つくばエクスプレス流山おおたかの森駅下車、車で約 10 分 

設置主体 社会福祉法人流山あけぼの会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 3 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、在宅介護支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 9 万円～15 万円 

入所要件 自立から要介護 1 くらいまでの方 

・自然豊かな環境で目の前に広く静かな公園があります。 

・医療機関との連携で入居者の健康をお守りしています。 

・年間を通じて行事が行われ、舞台のある食堂では楽しい催しが開かれます。 

・各種サークル活動があります。 

・広いグラウンドではグラウンドゴルフを楽しんで頂けます。 

 



 

番号 53 

施設名称 春の苑 

郵便番号 270-0101 所在地 流山市東深井 520-1 

電話番号 04-7178-3377 ファクス 04-7178-3501 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人あかぎ万葉 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 10 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 54 

施設名称 ケアハウス鳥の里 

郵便番号 270-1123 所在地 我孫子市日秀 208 

電話番号 04-7187-3141 ファクス 04-7187-1585 

メール  

URL http://www.z-kuonen.com/ 

アクセス 成田線湖北駅よりタクシーで約 10 分 

設置主体 社会福祉法人瑞邦会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、短期入所、デイサービス、在介、居宅 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 8～12 万円 

入所要件 自立または要支援 1、2 の方 

・各種サークル活動、四季に合わせた行事を実施しています。 

・少人数の和気あいあいとした雰囲気の中で生活して頂いています。 

 



 

番号 55 

施設名称 わらく 

郵便番号 270-1121 所在地 我孫子市中峠 2473 

電話番号 04-7188-6616 ファクス 04-7188-6265 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人栄興会 経営主体 同左 

定員 36 人 うち特定 0 人 開所日 平成 12 年 4 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 東葛北部 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 56 

施設名称 ケアハウスサンエンゼルコート

郵便番号 286-0101 所在地

電話番号 0476-36-2811

メール jiseikai@seibokaimaria.or.jp

URL  

アクセス JR 京成成田駅よりタクシーで

設置主体 社会福祉法人慈生会

定員 50 人 うち

設置形態 単独 

施設種別 軽費老人ホーム

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス 

入所時預り金 30 万円

月額利用料の目安 国通知

入所要件 自立 

・明るい陽光と色とりどりの

トのイメージです。 

・限られた料金で充実したお

・季節毎の行事・外出を計画

クリスマス会行事食     

ケアハウスサンエンゼルコート 

所在地 成田市十余三 59-515 

2811 ファクス 0476-40

jiseikai@seibokaimaria.or.jp 

よりタクシーで約 20 分 

社会福祉法人慈生会 経営主体 同左 

うち特定 0 人 開所日 平成 14 年

設立種別 民間立 

ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

万円（保証金） 

国通知に従う 

 

とりどりの花に囲まれ、ゆったりとリラックスして過

したお食事を提供致します。 

計画し実施しております。 

   餅つき大会 

 

40-9611 

年 3 月 20 日 

過ごす南欧リゾー

 



 

番号 57 

施設名称 くつろぎの里 

郵便番号 285-0841 所在地 佐倉市下志津 552 

電話番号 043-462-2941 ファクス 043-462-5014 

メール kutsurogino-310@vega.ocn.ne.jp 

URL  

アクセス 京成電鉄「志津駅」「白井駅」よりバス 10 分「東邦大病院」下車徒歩 3 分 

京成電鉄「ユーカリが丘」駅よりタクシー5 分、徒歩 20 分 

設置主体 社会福祉法人清明会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 1 月 16 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービスセンター、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 単身 30 万円、ご夫婦 50 万円 

月額利用料の目安 国通知に従う 

入所要件 原則として 60 歳以上であること他 

・緊急時の対応 

居室・トイレ・浴室より事務所に繋がるコールブザーの設置 

夜間緊急時には宿直職員が対応します 

緊急管理機能システムによる監視 

病院との連携。 

・栄養士の献立による入居者の健康を考えた食事の提供。 

・職員による生活相談。 

・病院、買い物等の送迎。 

・カラオケ、各種ゲーム、園芸等の趣味活動、子供たちとの地域交流。 

 



 

番号 58 

施設名称 ケアハウス ちとせ 

郵便番号 285-0854 所在地 千葉県佐倉市生谷 75-10 

電話番号 043-464-1577 ファクス 043-460-5776 

メール Chitose_kea@ybb.ne.jp 

URL  

アクセス 京成うすい駅より ちばグリーンバス JR 四街道行き「生谷」下車、徒歩 5

分 

設置主体 社会福祉法人千歳会 経営主体 同左 

定員 60 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 12 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス、居宅介護支援事業、訪問介護事業 

入所時預り金 金 35 万円 

月額利用料の目安 95,410 ～145,410 円 

入所要件 自立 

・玄関ホールに囲炉裏を置き、入所者の方々の憩いの場になっています。 

・各種サークル活動（手芸、おやつ作り、カラオケ、各種ツアー等）が盛んです。 

・駅、病院への送迎サービスあり。（有料） 

 



 

番号 59 

施設名称 ろうたす 

郵便番号 284-0001 所在地 四街道市大日 1623-1 

電話番号 043-424-8030 ファクス 043-421-5189 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人勝曼会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 7 年 11 月 15 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 60 

施設名称 せきれい 

郵便番号 284-0037 所在地 四街道市中台 134 

電話番号 043-432-7007 ファクス 043-432-5555 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人成山園 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 16 年 2 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 61 

施設名称 ケアハウス ゴールドヴィラ大森 

郵便番号 270-1327 所在地 千葉県印西市大森２２１４番 

電話番号 0476-42-8155 ファクス 0476-40-2255 

メール hokuto-gold@bz01.plala.or.jp 

URL  

アクセス ＪＲ木下駅下車、徒歩 15 分 

 

設置主体 社会福祉法人 北斗泰山会 経営主体 社会福祉法人 北斗泰山会 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 12 年 12 月 15 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所時預り金 \300,000 

月額利用料の目安 年金等の収入により、決定 ： 月額\80,000～\160,000 

入所要件 自立または要介護 1 程度の方（自立して生活できる方） 

・毎月、入居者の誕生会をはじめ、クリスマス会、父の日・母の日、敬老会等の行事あ

ります。 

・周囲は畑に囲まれ、のどかな自然を満喫できる環境で、冬場に空気が澄んだ時は富士

山が見えます。 

・施設内で、ペン習字指導、ハーモニカ演奏、大正琴演奏等のボランティアの方もみえ

ます。 

・毎年 8 月には、関連施設と合同で夏祭りを盛大に行います。 

 



 

番号 62 

施設名称 ケアハウス菊華園 

郵便番号 274-1416 所在地 千葉県白井市神々廻 1030 

電話番号 047-492-8338 ファクス 047-492-8330 

メール kea@kikaen.or.jp 

URL http://www.kikaen.or.jp/ 

アクセス 北総線 小室駅よりタクシーで約 5 分 

設置主体 社会福祉法人神聖会 経営主体 同左 

定員 25 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定  

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイサービス、デイサービス、居宅介護支

援センター、在宅介護支援センター 

入所時預り金 30 万円（夫婦の場合 50 万円） 

月額利用料の目安 収入により 7～16 万円〈または「国通知に従う」など〉 

入所要件 自炊ができない程度の身体機能で日常生活維持には問題の無い方 

・周辺は、農地や住宅地であり、やや高台に位置している為、眺めがよく、晴れた日に

は富士山が見えると喜ばれている。 

・病院や買い物の送迎サービス（有料）の実施 

・各種クラブ活動、バスハイクなどの実施 

☆陶芸クラブは、園に窯があり本格的に行っている 

☆脳トレーニングクラブは、認知症予防とその後の茶話会で楽しく過ごす人気のクラブ 

 

 



 

番号 63 

施設名称 ケアハウス エコトピア酒々井 

郵便番号 285-0926 所在地 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉 352-2 

電話番号 043-496-1910 ファクス 043-496-1919 

メール info@ecotopia.or.jp 

URL http://www.ecotopia.or.jp 

アクセス ・京成酒々井・京成佐倉・ＪＲ佐倉・ＪＲ酒々井各駅よりタクシーで１０分 

・京成佐倉駅より白銀ニュータウン行きバス白銀３丁目下車徒歩１０分 

設置主体 社会福祉法人鼎 経営主体 社会福祉法人鼎 

定員 15 名 うち特定 0 名 開所日 平成 10 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 印旛 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイサービス、デイサービス、 

居宅介護支援センター 

入所時預り金 １人部屋 30 万円、  2 人部屋 50 万円 

月額利用料の目安 収入により 8 万円～15 万円 

入所要件 自立、又は要支援 2 までの方 

・静かな環境の中で心穏やかに安心して暮らせます。 

・各お部屋に呼び出し用コールを設置しています（２４時間対応）。 

・四季折々の外出企画（お花見、外食など）を楽しめます。 

・買物や通院等にご利用できる「路線サービス」を行っています。 

・クラブ活動や介護予防体操（毎日）を行っています。 

 

 



 

番号 64 

施設名称 よしきり 

郵便番号 270-1614 所在地 印西市瀬戸 1844 番地の２ 

電話番号 0476-98-0281 ファクス 0476-98-0861 

メール inbakouiki@i-kouiki.com 

URL http://www.i-kouiki.com/yosikiri.htm 

アクセス 北総線印旛日本医大駅より京成佐倉駅行き・京成佐倉駅北口より印旛日本医

大行き バス停「山田川岸（鈴木商店前）」下車、徒歩 10 分 

設置主体 印旛郡市広域市町村圏事務組合 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 53 年 6 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 公立 

施設種別 軽費老人ホーム A 型 圏域 印旛 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所時預り金 なし 

月額利用料の目安 国通知に従う 

入所要件 自立の方 

・千葉県立印旛沼公園の側にあり、水と緑に恵まれた静かな環境にあります。 

・居室は、全て南向きの個室で広さは 6 畳あり、洗面台と洋式トイレと 1 間程度の収納

スペースを備えています。 

・日々を楽しく過ごせるように、運動会やクリスマス会などの行事やグランドゴルフ、

パズルゲームや書道、カラオケといった色々なクラブ活動も行っています。 

 



 

番号 65 

施設名称 ケアハウス水都苑 

郵便番号 289-0313 所在地 香取市小見川６７６－２ 

電話番号 0478-82‐3388 ファクス 0478-82-2481 

メール suitoen@soleil.ocn.ne.jp 

URL http://suitoen.jp 

アクセス ＪＲ成田線 小見川駅より徒歩２０分 

東関東自動車道 佐原香取インターより２５分 

設置主体 社会福祉法人 国寿会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 7 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイサービス、デイサービス、 

居宅介護支援サービス 

入所時預り金 1 人部屋 30 万円  2 人部屋 50 万円 

月額利用料の目安 収入により７～15 万円 ＋ その他の料金（水道光熱費） 

入所要件 自立または要支援１までの方 

・利根川を背にした静かな雰囲気の施設です。 

・各種クラブ活動などを実施しています。 

 



 

番号 66 

施設名称 多古ケアハウス 

郵便番号 289-2325 所在地 香取郡多古町南玉造 460-50 

電話番号 0479-76-9211 ファクス 0479-76-9212 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人八光聰 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 67 

施設名称 マリンピア銚子 

郵便番号 288-0014 所在地 銚子市外川町 4-11229 

電話番号 0479-25-6600 ファクス 0479-25-6712 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人マリンピア 経営主体 同左 

定員 70 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 11 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 68 

施設名称 ケアハウスかすが苑 

郵便番号 288-0814 所在地 銚子市春日町 1210 

電話番号 0479-25-2161 ファクス 0479-25-9011 

メール kasugapark.live@ce.wakwak.com 

URL http://park20.wakwak.com/~kasugaenn/ 

アクセス 総武本線、成田線銚子駅より徒歩 20 分 

設置主体 社会福祉法人讃寿会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 11 月 2 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定 外部サービス利用型特定施設 

併設事業 デイサービス、居宅支援事業 

入所時預り金 個室 30 万円 二人室 50 万円 

月額利用料の目安 収入により 7～15 万円 

入所要件 自立（原則） 

・ケアハウスかすが苑は、「食事・お風呂の準備」などのサービスを基本に、自立した

在宅生活を長く続けていただけるよう援助することを目的とした施設です。 

・豊かな自然に囲まれ、閑静な環境です。 

・俳句や体操などのクラブ活動、季節ごとの行事など実施しています。 

 



 

番号 69 

施設名称 第 2 かすが苑 

郵便番号 288-0814 所在地 銚子市春日町 1947-1 

電話番号 0479-25-2433 ファクス 0479-22-2314 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人讃寿会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 30 人 開所日 平成 21 年 5 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 70 

施設名称 やすらぎ園 

郵便番号 289-2511 所在地 旭市イの 3919-1 

電話番号 0479-63-9205 ファクス 0479-64-0288 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人旭福祉会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 71 

施設名称 ケアハウス東総園 

郵便番号 289-2511 所在地 旭市イの 1307 

電話番号 0479-62-1904 ファクス 0479-63-5343 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 旭市 経営主体 同左 

定員 40 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 10 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 公立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 72 

施設名称 ケアハウス希望の里 

郵便番号 289-3184 所在地 匝瑳市栢田 8646-1 

電話番号 0479-67-5613 ファクス 0479-67-5615 

メール Kibounosato@tiara.ocn.ne.jp 

URL なし 

アクセス 総武本線飯倉駅よりタクシーで約 10 分 

設置主体 社会福祉法人希望会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 11 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 香取海匝 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所時預り金 個室 30 万円 二人部屋 50 万円 

月額利用料の目安 収入により 8～15 万円 

入所要件 身体機能の低下等が認められること当 

・夏季は露天風呂がご利用頂けます。 

・各種サークル活動を実施しています。 

・誕生会遠足を実施しています。 

・敷地内にある畑や花壇をご利用頂けます。 

・全室南向きのため日当たりが大変よいです。 

・子供や地域の民謡サークル等との交流会を実施しています。 

 



 

番号 73 

施設名称 茶ノ木台くらぶ 

郵便番号 298-0025 所在地 いすみ市山田 5966-1 

電話番号 0470-60-7070 ファクス 0470-60-7071 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人茶ノ木台くらぶ 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 10 月 6 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 74 

施設名称 ケアハウス茂原 

郵便番号 299-4102 所在地 茂原市御蔵芝 39-1 

電話番号 0475-34-9103 ファクス 0475-34-9101 

メール fks-to@giga.ocn.ne.jp 

URL http://kofuso-to.com 

アクセス JR 内房線本納駅よりタクシーで約 10 分 

設置主体 社会福祉法人青翠会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 12 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、訪問介護、居宅介護支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 8 万円～16 万円 

入所要件 概ね自立の方 

・周辺には緑が多く、池には目高が群れを成し、隣の園地からは雉が現れる等自然豊か

な環境で穏やかな暮らしが待っています。 

・居室は南向きで明るく日当り良好です。 

 



 

番号 75 

施設名称 ケアハウスしょうじゅの里茂原 

郵便番号 297-0029 所在地 茂原市高師 193-1 

電話番号 0475-27-116 ファクス 0475-27-1166 

メール kenaikai@ae.wakwak.com 

URL http://www.akaedakai.com/mobara 

アクセス JR 内房線茂原駅よりタクシーで 5 分、徒歩で 20 分 

設置主体 社会福祉法人兼愛会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 13 年 3 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス、訪問介護、居宅介護支援、在宅介護支援 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 国通知に従う 

入所要件 特になし 

・茂原市の市街地に位置し、住環境に恵まれたケアハウスです。 

・施設内にあるデイサービス事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業との連携で、一貫

性のあるサポートを約束します。 

・食事は施設独自の献立で、すべて施設職員（調理員）の手作りです。又、自家農園に

て有機野菜の栽培も手がけています。 

 



 

番号 76 

施設名称 ケアハウス長生苑

郵便番号 299-4104 所在地

電話番号 0475-30-9777

メール choseien@bzol.plala.or.jp

URL http://www.choseien.or.jp

アクセス JR 内房線本納駅

設置主体 社会福祉法人健康寿会

定員 15 人 うち

設置形態 特養併設 

施設種別 軽費老人ホーム

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム

入所時預り金 30 万円

月額利用料の目安 収入により

入所要件 60 歳以上

・各種余暇活動 … 家庭菜園

・年間行事 … お花見、七夕

・送迎 … 受診送迎、買物送迎

 

長生苑 

所在地 茂原市南吉田 4061-1 

9777 ファクス 0475-34

choseien@bzol.plala.or.jp 

http://www.choseien.or.jp 

内房線本納駅よりバス 10 分 

社会福祉法人健康寿会 経営主体 同左 

うち特定 0 人 開所日 平成 13 年

設立種別 民間立 

ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅

ホーム、デイサービス、居宅介護支援サービス

万円 

により 8～16.5 万円 

歳以上、共同生活の可能な方 

家庭菜園、お茶会、カラオケ 

七夕、夏祭り、ぶどう狩り、忘年会、餅つき

買物送迎 

34-8863 

年 4 月 1 日 

山武長生夷隅 

サービス 

つき、節分 

 

 



 

番号 77 

施設名称 ケアハウスゆりの木苑 

郵便番号 283-0062 所在地 千葉県東金市家徳 756-2 

電話番号 0475-50-8111 ファクス 0475-50-8112 

メール yurinoki@aqua.con.ne.jp 

URL http://www1.ocn.ne.jp/~yurinoki/ 

アクセス JR 東金線東金駅よりタクシーで 10 分 

設置主体 社会福祉法人ゆりの木会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 10 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、居宅介護支援センター、ホー

ムヘルパーステーション、グループホーム、在宅介護支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 6 万円～15 万円位 

入所要件 自立または要支援 1、2 の方 

四季折々の花が咲きそろう屋上庭園や露天風呂の築山の陰から遥か九十九里浜を見渡

せケアハウスゆりの木苑には、60 歳以上のお年寄りで、家庭環境や住宅事情等の理由

により、自宅での生活が困難な方に入居していただけます。食事・入浴のサービスや生

活相談、介護保険認定された方には、在宅サービスを受けながら、ゆったりとしたスペ

ースで安心してお暮らし戴けます。ご夫婦での入居も可能です。 

 



 

番号 78 

施設名称 ケアハウス芝山苑 

郵便番号 289-1618 所在地 山武郡芝山町山中 1337-1 

電話番号 0479-77-1331 ファクス 0479-77-1188 

メール  

URL  

アクセス JR 成田線成田駅よりタクシーで約35 分 / JR 総武線八街駅よりタクシ

ーで約 30 分 / 富里インターより車で約 35 分 

設置主体 社会福祉法人徳栄会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 10 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により約 8 万円～18 万円（国が定める金額と光熱費等） 

入所要件 60 歳以上で身体機能の低下はあるが自立が可能な方 

 

 



 

番号 79 

施設名称 ケアハウス楠の木ホーム 

郵便番号 299-4301 所在地 長生郡一宮町一ノ宮 389 

電話番号 0475-42-1180 ファクス 0475-42-1182 

メール kusuknoki-home@email.goo.ne.jp 

URL http://www.mmjp.or.jp/ichinomiyaen 

アクセス JR 内房線上総一ノ宮駅よりタクシーで約 10 分 

設置主体 社会福祉法人児童愛護会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 12 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス 

入所時預り金 個室 30 万円、夫婦部屋 50 万円 

月額利用料の目安 収入により 8.5 万円～16 万円位 

入所要件 自立またはそれに近い方。認知症等ない方。 

・海まで徒歩約 10 分 

・全室南向き、日当たり良好。 

・ミニキッチンあり（IH）。 

 



 

 

番号 80 

施設名称 ケアハウスザイクスヒル長南 

郵便番号 297-0134 所在地 千葉県長生郡長南町芝原３０５０ 

電話番号 0475-47-1313 ファクス 0475-47-1222 

メール info@zyx-hill.jp 

URL http://zyx-hill.jp 

アクセス ＪＲ外房線茂原駅南口よりお車で 15 分 

設置主体 社会福祉法人光正会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 3 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、居宅介護支援 

入所時預り金 30 万円（１人室） 50 万円（2 人室） 

月額利用料の目安 国通知に従う  （収入により概ね 95,000～180,000 円） 

入所要件 自立または介護 1 までの方 

・13 室の家庭的な雰囲気の生活の提供を心がけています。 

・ご希望によりデイサービス・ヘルパー等の介護サービスが利用できます。 

・ケアハウス内のレク行事を始め施設全体の行事等の自由参加をしていただけます。 

・ご希望により宍倉病院の医師による往診の対応が可能です。 

・急な病気・事故等時の緊急ボタンでの職員の呼び出しに対し迅速に対応いたします。 

                                                        

  



 

番号 81 

施設名称 ケアハウス びおとーぷ 

郵便番号 297-0121 所在地 長生郡長南町長南 1471 番地 

電話番号 0475-46-4111 ファクス 0475-46-4114 

メール biotope@ec3.trchnowave.ne.jp 

URL http://www.shafuku-kyouseikai.or.jp 

アクセス JR 外房線茂原駅下車タクシーで約１5 分 

〃      バス（小湊鐵道）で約 20 分愛宕町下車徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人 共生会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス（通所介護・介護予防通所介護） 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 国通知に従い 79,290～139,590 円   ＊別途光熱費等有 

入所要件 自立または要支援の方 ＊要介護 1 程度の方はご相談 

・曜日により長南町・茂原方面への送迎サービス（有料）を実施しています。 

・小学生や幼稚園児の訪問、地元小学校の行事参加などの交流 

・月に 1 回程度の郊外レクリエーション、お食事会、隔月のお誕生会等の色々な行事を

企画し行っております。 

・日用品の訪問販売（月１回）・めがね業者の訪問（月１回）・クリーニング業者の訪問

（週１回）・月 2 回のお買い物外出等ご利用いただけます。 

・隔週火曜日内科医の往診・毎週月曜日に訪問歯科がご利用頂けます。（希望者のみ実費） 

 



 

番号 82 

施設名称 ケアハウスまきの木苑 

郵便番号 299-4333 所在地 長生郡長生村七井戸下田台 1789-1 

電話番号 0475-30-0707 ファクス 0475-30-1234 

メール tokuseikai@makinokien.com 

URL http://www.makinokien.com 

アクセス JR 内房線八積駅より徒歩 30 分 

設置主体 社会福祉法人徳生会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 15 年 6 月 10 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 70,390 円～145,390 円 その他自費あり 

入所要件 60 歳以上で自炊できない程度の身体機能の低下が認められる方 

・月に 5 回程度、買い物にお連れします。 

・季節ごとのイベントや、誕生会、外食などを実施しています。 

・全室南向き。日当たり、風通しとも良好です。 

 



 

番号 83 

施設名称 軽費老人ホーム勝浦部原荘 

郵便番号 299-5223 所在地 千葉県勝浦市部原 1930-3 

電話番号 0470-73-2321 ファクス 0470-73-6178 

メール info@katsuurahebarasou.or.jp 

URL http://www.katsuurahebarasou.or.jp 

アクセス JR 外房線御宿駅より勝浦駅行の小湊バスに乗車（約 10 分）部原海岸下車 

JR 外房線勝浦駅より御宿駅行の小湊バスに乗車（約 10 分）部原海岸下車 

設置主体 社会福祉法人さくら会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 47 年 5 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 山武長生夷隅 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所時預り金 なし 

月額利用料の目安 収入により 60,210 円～（すべて国通知に従う） 

入所要件 年齢が 60 歳以上であること他 

当施設は、千葉県から移譲を受け、塩田病院グループの一つとして新たにスタートし

ました。ケガや病気が改善し、日常生活が送れる状態になった高齢者の方や居室で生活

することが困難な方に快適に過ごせるスペースを低額な料金で提供しております。 

 また、当地勝浦は、南房総国定公園区域内に位置し、南国の明るい風光と温暖な気候

に恵まれています。部原海岸をみおろす丘の上のホームからみると、前に黒潮おどる太

平洋が洋々と広がり、後ろには緑したたる山並みが連なっており、四季折々の景色は、

格別の趣があります。 

 

 



 

番号 84 

施設名称 ケアハウス辰巳彩風苑 

郵便番号 290-0178 所在地 市原市神崎 263-1 

電話番号 0436-75-2266 ファクス 0436-75-2626 

メール saifuen@cocoa.ocn.ne.jp 

URL http://www15.ocn.ne.jp/~tksnki 

アクセス ＪＲ内房線八幡宿駅より小湊バス「千葉労災病院行き」で東小学校入口下車

後徒歩 5 分 

設置主体 社会福祉法人琢心会 経営主体 社会福祉法人琢心会 

定員 60 人 うち特定 0 人 開所日 平成 8 年 12 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 市原 

特定指定 なし 

併設事業 （特養、デイサービスが隣接） 

入所時預り金 300,000 円（ご夫婦入居は 500,000 円） 

月額利用料の目安 79,280～127,880 円 （冬期加算 2,070 円を含む） 

入所要件 身の回りのことができて、他の入居者への迷惑行為のない方 

・特養が隣接している他、150 メートル程の範囲内に母体医療法人立の病院、老健、訪

問看護ステーション、ヘルパーステーション、居宅介護支援事業所があります。地域

包括支援センターも市原市より受託しています。 

・地域との関係が強く、夏祭り、バザー等の法人行事には 200 人を超すボランティア

が集まり、地域の行事のような規模になっています。 

 



 

番号 85 

施設名称 ケアハウス日夕苑 

郵便番号 299-0105 所在地 市原市柏原 271 番地 1 

電話番号 0436-61-8600 ファクス 0436-61-8605 

メール nisseki-en@nisskien.or.jp 

URL http://www.nissekien.or.jp 

アクセス 内房線姉崎駅からバス八幡宿駅行き白塚陸橋下で下車約１０分、バス停から

徒歩約１０分、又はタクシーで約１０分 

設置主体 社会福祉法人清心会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成９年１２月１日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム(ケアハウス) 圏域 市原 

特定指定  

併設事業 デイサービス併設 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入に応じ約９万円から１５万円 

入所要件 国が定める入所用件を満たす者 

当苑は、市原市の南部に立地し、周囲には梨や柿などの果樹園も多く、緑に恵まれた

豊かな自然環境のなかにあります。また、居室は日当たりを考慮して全室南向きで、窓

越しに見える苑庭には、約 500 株の紫陽花や、四季折々の草花が咲き誇っています。

日常生活では基本的なサービスを提供すると共に、各種の行事やレクレーションを実施

する一方、お買い物や通院のための定期便の運行等外出の機会を多く設けています。 

          

   施設 全 景           ティータイム 喫茶「マイセン」 

 



 

番号 86 

施設名称 向日葵 

郵便番号 290-0216 所在地 市原市二日市場 774-1 

電話番号 0436-36-1600 ファクス 0436-36-1751 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人清明会 経営主体 同左 

定員 80 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 市原 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 87 

施設名称 ぬくもりの郷ウェルビー市原 

郵便番号 290-0053 所在地 市原市平田 1428 

電話番号 0436-25-5733 ファクス 0426-23-8450 

メール info@nukumori21.com 

URL http://www.nukumori21.com 

アクセス JR 内房線五井駅（東口）より徒歩約 15 分 

設置主体 社会福祉法人清風会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 7 月 22 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 市原 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス、居宅介護支援センター、訪問介護 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 10 万～16 万円 

入所要件 60 歳以上の元気な方から軽介護度の方 

・全室南向き、冬は暖かく、夏は田園からの爽やかなそよ風が入ります。 

・徒歩 5 分の場所にスーパーマーケット、ホームセンターや市原市立中央図書館からも

近く、施設からは丁度よいお散歩の距離で便利です。五井駅までの無料送迎サービスも

行います。（週 2 回） 

・季節ごとの室内イベント行事（ひなまつりコンサート等）、外出行事（お花見等）があ

り、また各種サークル活動も実施しております。 

 



 

番号 88 

施設名称 渓泉荘 

郵便番号 290-0549 所在地 市原市万田野 732-6 

電話番号 0436-96-1112 ファクス 0436-96-1147 

メール Bcj05854@nifty.com 

URL http://www.showamura.or.jp 

アクセス 小湊鉄道 飯給駅下車、万田野方面へ約２㎞ 

設置主体 社会福祉法人昭和村 経営主体 同左 

定員 100 人 うち特定 0 人 開所日 昭和 49 年 7 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム A 型 圏域 市原 

特定指定  

併設事業 特別養護老人ホーム、居宅介護支援事業所、通所介護、 

在宅介護支援センター 

入所時預り金 なし 

月額利用料の目安 \62,780～115,030（11～３月暖房料・4～10 月電気代） 

入所要件 年齢 60 歳以上の方。集団生活に適する方。 

基本的には、ほぼ自立した生活が出来る方。（掃除、洗濯、入浴等。） 

当施設の食事はバイキング給食です。毎月 1 回誕生会を行って豪華な行事食も提供して

おります。地域交流行事として盆踊りや文化祭等盛大に行っております。 

各居室にはトイレ・洗面所付きで快適な生活を送って頂いております。 

尚、随時施設内見学は可能ですので、日時、時間を電話にてご連絡下さい。 

 

                           担当：佐久間、林 

mailto:Bcj05854@nifty.com
http://www.showamura.or.jp/


 

番号 89 

施設名称 リブ丸山 

郵便番号 299-2504 所在地 南房総市川谷 302-5 

電話番号 0470-46-4766 ファクス 0470-46-4767 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人柚子の会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 12 月 1 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 安房 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 



 

番号 90 

施設名称 ケアハウスアイリスの里 

郵便番号 299-2415 所在地 南房総市富浦町深名 1170 番地 1 

電話番号 0470-20-4060 ファクス 0470-20-4600 

メール s-441@8910.or.jp 

URL www.8910.or.jp/iris/ 

アクセス 内房線富浦駅よりタクシーで約 5 分 

設置主体 社会福祉法人 白寿会 経営主体 同左 

定員 15 人 うち特定 0 人 開所日 平成 11 年 4 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 安房 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、包括支援センター 

在宅介護支援センター 

入所時預り金 １人室 20 万円    2 人室(1 部屋) 1 人 15 万円  

月額利用料の目安 収入により 月約 7～16 万円 

入所要件 自炊出来ない程度で家族の援助が受けられない 60 歳以上の人 

・駅(内房線富浦駅)よりタクシーで 5 分程ですが、自然に恵まれ環境明媚な静かな郷に

あり、憩いの場所と思われます。 

 



 

番号 91 

施設名称 ケアハウスまんぼう 

郵便番号 296-0041 所在地 鴨川市東町 607-1 

電話番号 04-7099-1331 ファクス 04-7099-1333 

メール manbou@ap.wakwak.com 

URL http://www.taiyou-kai.jp 

アクセス ・ＪＲ安房鴨川駅よりバス利用「亀田総合病院前」バス停下車、徒歩 5 分 

・ＪＲ安房鴨川駅よりタクシーで約 5 分 

設置主体 社会福祉法人太陽会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 15 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 安房 

特定指定 なし 

併設事業  

入所時預り金 30 万円 2 人部屋は 50 万円 

月額利用料の目安 収入により 9～15 万円 

入所要件 原則 60 歳以上 身の回りの事がご自分でできる方 

・房総半島の南部に位置し、温暖な気候に恵まれた自然環境にあります。 

・地域の福祉も充実しており、総合病院も近くにあるため、安心して暮らせます。 

 

 



 

番号 92 

施設名称 ケアハウス グリーンパレス 

郵便番号 292-0054 所在地 木更津市長須賀 1305-1 

電話番号 0438-22-0888 ファクス 0438-22-5700 

メール greenpalace@jcom.home.ne.jp 

URL http://www.nagasuka.com/ 

アクセス 内房線木更津駅よりタクシーで約５分 

設置主体 社会福祉法人長須賀保育園 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 4 年 5 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 君津 

特定指定 なし 

併設事業 なし 

入所時預り金 40 万円 

月額利用料の目安 収入により 10～15 万円 

入所要件 60 歳以上で身の回りのことが一人で行える方 

・習字や体操教室等のサークル活動を行っています。 

・隣接する保育園の園児とのふれあいや行事参加での交流もあります。 

・敬老会や新年会、クリスマス会等楽しい行事が多くあります。 

・いちご、ぶどう狩り、誕生会など外出します。 

・毎週１回近くのスーパーへバスで送迎します。 

・よく晴れた日は富士山がきれいに見え、夏は市内の花火観賞が出来ます。 

 



 

番号 93 

施設名称 ケアハウスかがやきの郷 

郵便番号 292-0026 所在地 木更津市井尻 951 

電話番号 0438-97-2721 ファクス 0438-97-2722 

メール care@nakago.or.jp 

URL  

アクセス 内房線「袖ヶ浦駅」よりタクシーで 10 分 

設置主体 社会福祉法人広域福祉事業会 経営主体 同左 

定員 30 人 うち特定 0 人 開所日 平成 7 年 11 月 1 日 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 君津 

特定指定 なし 

併設事業 特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス、訪問介護、介護相談

センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 国の通知どおり収入に合わせて決まる（7～12 万） 

入所要件 歩行できる方。自分の意思で物事を決められる方。 

・入浴は 365 日。9～20 時までご利用できます。 

・かがやき農園で旬の野菜を栽培していますので、畑の手入れやとりたて野菜が食事に

ふるまえます。 

・講師によるクラブ（ヨガ、書道、詩吟）、職員による体操・カラオケ・絵画・頭の体操・

手芸など、日々活動を考えています。 

・月 1 回ロータリーでフリーマーケット開催。 

 



 

番号 94 

施設名称 南清苑 

郵便番号 292-0035 所在地 木更津市中尾 623-1 

電話番号 0438-30-9611 ファクス 0438-97-0331 

メール  

URL  

アクセス  

設置主体 社会福祉法人慈心会 経営主体 同左 

定員 20 人 うち特定 0 人 開所日 平成 12 年 2 月 4 日 

設置形態 併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 君津 

特定指定  

併設事業  

入所時預り金  

月額利用料の目安  

入所要件  

 

 



 

番号 95 

施設名称 グランディきみつ 

郵便番号 299-1172 所在地 君津市三直 522 

電話番号 0439-53-1711 ファクス 0439-53-1712 

メール kimitsu@grandy.or.jp 

URL http://kimitsu@grandy.or.jp 

アクセス 内房線君津駅南口より小糸中島粟倉方面のバスにて三直下車徒歩 3 分 

設置主体 社会福祉法人隆寿会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 14 年 3 月 10 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 君津 

特定指定  

併設事業 デイサービス、居宅介護支援事業所 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 9 万円～14 万円 

入所要件 自立、要介護 2 程度まで 

・広さは一人部屋（26 平方メートル）44 室、二人部屋（39 平方メートル）3 室で、

各部屋にはユニットバス、トイレ、ミニキッチンなどが設備されています。また、食堂

や娯楽室、男女浴室、洗濯室なども完備しています。 

・最寄り駅まで、病院までなどの送迎サービス（有料）、各種サークル活動、季節に応じ

た様々な行事を実施しています。 

 

 



 

番号 96 

施設名称 ケアハウス大佐和苑 

郵便番号 293-0051 所在地 富津市亀沢 227-1 

電話番号 0439-66-2772 ファクス 0439-66-2727 

メール oosawaen@tenyuukai.jp 

URL  

アクセス ＪＲ内房線佐貫町駅下車徒歩 25 分、タクシーで 1 メーター 

君津方面から国道 127 号線を直進し、トンネルを抜け、2 個目の信号付近 

設置主体 社会福祉法人天祐会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 平成 9 年 4 月 1 日 

設置形態 単独 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 君津 

特定指定 なし 

併設事業 デイサービス、在宅介護支援センター、訪問介護サービス 

入所時預り金 単身 ３０万円  夫婦 ５０万円 

月額利用料の目安 収入により９～15 万円〈国通知に従う〉 

入所要件 満年齢６０歳以上の方等 

・入居者と職員が育てた野菜を収穫し、苑の食事に取り入れ、安全・新鮮な野菜の提供。 

・入居者の皆様の衛生と健康管理に為に１時間毎にオゾンによる消臭・殺菌・空気洗浄

を行いお風呂も同時に殺菌浄化を実施。 

・余暇活動や季節に合わせた行事を実施。 

 

 



 

番号 97 

施設名称 ケアハウスラクトピア 

郵便番号 299-1861 所在地 富津市金谷 1912 番地の 2 

電話番号 0439-69-8400 ファクス 0439-69-8403 

メール kinkoku@mbr.nfty.com 

URL http://homepage2.nifty.com/onseikai/ 

アクセス JR 内房線、浜金谷駅より徒歩 15 分 

館山自動車道、富津金谷 IC より約 2 分 

設置主体 社会福祉法人金谷温凊会 経営主体 同左 

定員 50 人 うち特定 0 人 開所日 1998 年 6 月 

設置形態 特養併設 設立種別 民間立 

施設種別 軽費老人ホーム（ケアハウス） 圏域 君津 

特定指定 なし 

併設事業 徳へ説養護老人ホーム、ショートステイサービス、デイサービスセンター、

ホームヘルプサービスセンター、在宅介護支援センター 

入所時預り金 30 万円 

月額利用料の目安 収入により 7～12 万円 

入所要件 高齢者（概ね自立または要支援の方） 

 海と山に囲まれた豊かな自然環境のもといきいきと元気でお年を重ねていかれるよ

う、お一人お一人に合った栄養、運動、医療のアドバイスや様々なプログラムをとおし

て、健康で明るい生活の継続を支援いたします。 

 


