
地区 NO 形態 施設名 住所 連絡先 入居要件 経費（一人当たり） 居室数 受け入れ可能状況　　※１

三角 1 住宅型 海風苑 宇城市三角町波多770番地1 53-1006 事業対象者・要支援～
入居一時金：なし
月額経費：75,000円～

20室 生、認、ガ、夫

2 住宅型 海風苑さくら 宇城市三角町波多770番地1 53-1006 事業対象者・要支援～
入居一時金：なし
月額経費：100,000円

24室 認、ガ

3
ケア
ハウス シービュー豊洋 宇城市三角町里浦2855番地1 54-1500 自立～

入居一時金：200,000円
月額経費：76,950円～

27室
生、認、ガ、夫、相、障(身)、障(知)、
障(精)、医(痰)、医(胃)、医(経)、保、身

不知火 4 住宅型 笑顔の楽園 宇城市不知火町松合121番地1 42-2155 事業対象者・要支援～
入居一時金：なし
月額経費：71,000円～

1２室
生、認、ガ、障(身)、障(知)、障(精)
医(痰)、医(胃)、医(経)、保、身

5 住宅型 笑顔の楽園２ 宇城市不知火町松合197番地1 42-2600 自立～
入居一時金：なし
月額経費：79,000円～

10室
生、認、ガ、障(身)、障(知)、障(精)
医(痰)、医(胃)、医(経)

6 住宅型 みんなの家　うき 宇城市不知火町長崎561番地１ 33-2767 要支援～
入居一時金：なし
月額経費：85,000円～ 15室

生、認、夫、相、障（身）、医（痰）、
医（胃）

7 住宅型  ぶらっと不知火弐号館 宇城市不知火町長崎563番地1 32-8331 事業対象者・要支援～
入居一時金：なし
月額経費：70,000円～

25室 生、認、ガ、夫、障(身)、障(知)、障(精)

8 住宅型 もちのき苑 宇城市不知火町御領171番地3 34-3577 要介護のみ
入居一時金：72,000円
月額経費：96,000円～

10室 生、認、夫、相

9 住宅型 山百合 宇城市不知火町御領171番地1 27-5238 要介護のみ
入居一時金：100,000円
月額経費：98,000円～

21室 認、夫、相、医(痰)、医(胃)、医(経)

10
ケア
ハウス 蕉夢苑ケアハウス 宇城市不知火町長崎740番地 32-5528 自立～

入居一時金：500,000円
月額経費：69,630円～

24室 生、認、夫、障(身)、障(知)、障(精)

松橋 11 住宅型 ケアホーム光の風 宇城市松橋町萩尾670番地 33-7330 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：78,000円～

25室 生、認、夫、相、障(身)、身

12 住宅型 ルミエール・ロゼ 宇城市松橋町西下郷232番地 33-3110 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：75,５00円～

11室 生、認、夫、相、障(身)、障(知)、障(精)

13 住宅型 ケアホーム幸の樹 宇城市松橋町西下郷887番地 27-8810 自立～
入居一時金：なし
月額経費：84,000円～

27室 生、障(身)、障(知)、障(精)

14 住宅型 陽だまり 宇城市松橋町両仲間1005番地3 33-3788 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：60,000円

13室
生、認、ガ、夫、障(身)、障(知)、障(精)、
医(痰)、医(胃)、医(経)

15 住宅型 まつばせ芳寿苑 宇城市松橋町久具61番地5 33-5112 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：63,000円～

15室 生、認、ガ、夫、相、障(身)、医(胃)、医(経)

16 住宅型 まつばせ寿光庵 宇城市松橋町久具99番地 32-6615 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：66,000円～

25室 生、認、相、障(身)、医(胃)

17

地域密着
型特定入
居者生活
介護

グランドホーム
フォーシーズン

宇城市松橋町両仲間781番地1 33-3141 要介護のみ
敷金：100,000円
月額経費：137,300円～

18室 認、看、障(身・知・精)

18

地域密着
型特定入
居者生活
介護

サービス付き高齢者向け
住宅フォーシーズン

宇城市松橋町久具2059番地1 34-3466 要介護のみ
敷金：100,000円
月額経費：144,300円～

29室 認、末

19 住宅型 うきうき 宇城市松橋町東松崎605番地 33-1690 自立～

入居一時金：なし
月額経費：要介護61,340円
～
自立・支援126,140円～、

15室 生　認

20 住宅型 きらら 宇城市松橋町きらら1丁目9－8 27-5352 要支援～
入居一時金：なし
月額経費：101,400円～

12室 認

21 住宅型 愛話園 宇城市松橋町南豊崎455番地1 32-4511 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：75,000円～

25室
生、認、ガ、障(身)、障(知)、医(痰)
医(胃)、医(経)

22 住宅型 愛話園別棟 宇城市松橋町南豊崎439番地1 27-4364 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：75,000円～

18室
生、認、ガ、夫、相、障(身)、障(知)
障(精)、医(痰)、医(胃)、医(経)

23 住宅型 えみのわ宇城 宇城市松橋町曲野2528番地1 32-2122 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：79,000円～

1７室 認、障(身)、障(知)、障(精)
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松橋 24 住宅型 花美月 宇城市松橋町久具1731番地 33-8730 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：84,000円～

30室
認、ガ、夫、相、障(身)、障(知)、障(精)、
医(痰)、医(胃)、医(経)、保、身

25 住宅型 円寿 宇城市松橋町豊崎2030番地1 53-9606 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：7３,000円～

23室 生、認、ガ、夫、相

26 住宅型 優光 宇城市松橋町豊福1198番地2 27-5628 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：8４,９00円～

29室 生、認

27 住宅型 夢のかけ橋 宇城市松橋町両仲間1641番地1 27-4464 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：90,500円～

14室
生、認、ガ、夫、相、障(身)、医(痰)、
医(胃)、医(経)、保、身

28 住宅型 夢のかけ橋　豊崎事業所 宇城市松橋町南豊崎744番地1 27-5677 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：85,500円～

2６室
生、認、ガ、夫、障(身)、医(痰)、医(胃)、
医(経)、保、身

小川 29 住宅型 ケアホームおがわ 宇城市小川町新田419番地 43-0030 自立～
入居一時金：なし
月額経費：84,120円
　　　　　＋電気代～

36室
生、認、ガ、夫、障(身)、障(知)、障(精)、
保、身、看

30 住宅型 ひかり 宇城市小川町南部田1556番地1 43-5533 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：８２,000円～

21室 生、認、ガ、夫、相、医(痰)、医(胃)、医(経)

31 住宅型 つばさ 宇城市小川町新田1634番地1 43-5724 要介護のみ
入居一時金：50,000円
月額経費：68,981円～

24室 生、認、夫

32 住宅型 米之家 宇城市小川町北新田475番地4 43-6588 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：71,000円～

19室 生、認、夫、障(身)、障(知)、障(精)、保、身

33 住宅型 米之家花ごよみ 宇城市小川町北新田475番地1 47-5800 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：87,000円～

28室 生、認、夫、障(身)、障(知)、障(精)、保、身

34 住宅型 あいの里 宇城市小川町西北小川32番地 43-5231 自立～
入居一時金：なし
月額経費：80,000円

6室
生、認、ガ、夫、相、障(身)、障(知)、
障(精)、医(痰)、医(胃)、医(経)、保、身

35
サービス付
き高齢者向
け住宅

愛庵 宇城市小川町西北小川32番地 27-5787 自立～
入居一時金：なし
月額経費：104,000円～

20室
認、ガ、夫、相、障(身)、障(知)、障(精)、
医(痰)、医(胃)、医(経)、保、身

36 住宅型 なごやかハウス 宇城市小川町川尻531番地3 43-5501 要介護のみ
入居一時金：なし
月額経費：86,000円～

30室 認、夫、相、障(身)、障(知)

■有料老人ホームの種類と特徴■

〇サービス付き高齢者向け住宅
居室の広さや設備、バリアフリー構造といった住居の提供の他に、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供する事が必須で
す。介護が必要な場合は外部からの居宅介護サービス（ヘルパーやデイサービス）を受ける事も可能です

〇ケアハウス
自炊ができない程度に身体機能が低下している方や高齢等のため独立して生活することに不安がある方で、家族による援助を受ける事が困難
な方に、日常生活に必要なサービス（生活援助、食事、入浴、緊急等の対応）を提供する施設です。所得に応じた利用料金となりますが入居
に際して一時金が必要です。外部のサービスを利用する事も可能ですが、重介護の方は入居が難しいです。

〇地域密着型特定施設入居者生活介護
介護保険の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた、定員２９名以下の介護付き有料老人ホーム。要介護状態の方が入所し、食事、入
浴、排せつ等、その他療養上のお世話、機能訓練等を受け自立した生活を営む事ができるようにしていきます。※宇城市に住民票のある方の
みが利用できます。

※１　受け入れ可能状況欄：生活保護・・・生、認知症・・・認、末期ガン・・・ガ、夫婦部屋・・・夫、相部屋・・・相、障がい者（身体・知的・精神）・・・障(身)、障
(知)、障(精)、医療行為（痰吸引・胃ろう、経管）・・・医(痰)、医(胃)、医(経)、保証人無・・・保、身元引受人無・・・身　　看取り・・・看

〇住宅型有料老人ホーム
食事、洗濯、清掃等の生活支援サービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護に必要になった場合、入居者自身の選択により、ヘルパー
やデイサービスなどの介護サービスを利用しながら、ホームの居室での生活を続ける事が可能です。サービスの利用には別途契約が必要で
す。

作成：宇城市地域包括支援センター


