
東広島市 在宅医療・介護連携推進事業

桃・太郎一家 東広島市の様々な高齢者の「住まい」を知るの巻

東広島版

「桃・太郎一家」の奮闘記・・・「住まい」について考える！

「桃・太郎一家」は、おばあさんの入院・退院をきっかけに、在宅医療や訪問看護などの利用などに

ついて知りました。そんな中おばあさんは、自分が病気になったり、これまで以上に介護が必要

になった時に、「今の家に住み続けられるだろうか…」「自分の思いや体の状態に合った住まい

とはどんな住まいだろうか…」など、これからの住まいや生活について考えるようになりました。

おばあさんはこれからの自分の人生について考え、住まいの「備え」をしておきたいと思う

ようになったのです。前回に引き続き、おばあさんと一緒に「住まい」について考えてみましょう。

今回は、東広島市内にある様々な高齢者の「住まい」を中心に紹介します。

発行 東広島地区医師会

名称 所在地 電話番号

東広島市基幹型地域包括支援センター
〒739-8601

東広島市西条栄町8-29
082-430-5330

東広島市地域包括支援センター

【担当地域】西条町・志和町・高屋町

〒739-8601

東広島市西条栄町8-29
082-430-5330

西条北地域高齢者相談センター 桜が丘保養園

【担当地域】朝日町・大坪町・岡町・

上市町・御条町・栄町・昭和町・西本町・

本町・西条・西条東・下見・寺家・吉行・

西条東北町・末広町・助実・土与丸

〒739-0041

東広島市西条町寺家5976
082-423-2595

志和地域高齢者相談センター みずほ

【担当地域】志和町

〒739-0262

東広島市志和町志和東810-1
082-433-5721

高屋地域高齢者相談センター みその

【担当地域】高屋町

〒739-2111

東広島市高屋町高屋堀3486
082-434-6605

八本松地域包括支援センター

〔受託法人：社会福祉法人広島県リハビリテーション協会〕

【担当地域】八本松町

〒739-0151

東広島市八本松町原5693-3

（特別養護老人ホームときわ内）

082-420-9717

八本松地域高齢者相談センター 新生園

【担当地域】八本松町

〒739-0151

東広島市八本松町原11171-1
082-429-0350

黒瀬地域包括支援センター

【担当地域】黒瀬町

〒739-2692

東広島市黒瀬町丸山1333

（黒瀬支所内）

0823-82-0203

北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援センター

〔受託法人：社会福祉法人東広島市社会福祉協議会〕

【担当地域】福富町・豊栄町・河内町

〒739-2303

東広島市福富町久芳1545-1

（福富支所内）

082-435-2240

安芸津地域包括支援センター

【担当地域】安芸津町

〒739-2492

東広島市安芸津町三津5556-1

（安芸津支所内）

0846-45-1653

東広島市の様々な施設紹介編

■東広島市高齢者総合相談窓口 （令和４年度に一部体制変更の予定）

桃・太郎のキャラクターは、市内在住の看護師、折川さんがデザインしてくださいました。

また、表紙の東広島市らしい酒蔵のイラストは、市内在住の作業療法士、谷口さんの作品です。

地域の皆さんに支えられ、このリーフレットは完成しています。心よりお礼申し上げます。

令和３年９月 発行

ももドットたろう

東広島市の高齢者向けの様々な「住まい（生活の場）」

令和3年度「介護保険サービスガイドブック」「いきいきげんき」より

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

コミューン柏葉（有料も有） 西条 082-426-3244 ワールドステイ八本松 八本松 082-428-6380

えにしの里 西条 082-430-5211 AOI・サービス付きマンション 八本松 082-497-1122

みながの里 西条 082-420-6780 シニアマンション造賀 高屋 082-430-2005

こもれびの家 御薗宇 西条 082-427-6211 たかやの郷 高屋 082-491-0017

こもれびの家 寺家駅前 西条 082-426-4601 ライフ・アート黒瀬 黒瀬 0823-82-8150

サ
ー
ビ
ス
付
高
齢
者
向
け
住
宅

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

長寿苑 西条 082-425-2000 湯舟の里 高屋 082-430-2210

ふれあい西条 西条 082-424-8801 ふぁみりぃ黒瀬 黒瀬 0823-81-0375

ふれあい西条Ⅱ 西条 082-431-4333 サンハートホーム 福富 082-430-1321

田口 西条 082-425-5757 ふぁみりぃ豊栄 豊栄 082-420-3313

ふれあい八本松 八本松 082-427-3339 ジューンベリーの家 河内 082-420-7282

もやい志和 志和 082-433-3837 金泉 安芸津 0846-46-1080

認
知
症
高
齢
者
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

ふれあいの里 西条 082-493-7757 ドエル東志和 志和 082-433-0777

ライフイン西条 西条 082-422-2277 ふくとみ 福富 082-435-2275

高屋の大地 高屋 082-430-7000 リビングたまぼこ 河内 082-437-0233

明日への風 八本松 082-428-1222 多機能ケアホームぺんぎん村 河内 082-437-2630

故郷ー八本松 八本松 082-420-9330 グループリビングしろくま 黒瀬 0823-83-1535

有
料
老
人
ホ
ー
ム

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

桜が丘保養園 西条 082-423-2595 大仙 河内 082-437-1631

あすなろ 西条 082-493-8300 あきまろ園 安芸津 0846-45-5600

みずほ 志和 082-433-5721 赤崎さざなみ荘 安芸津 0846-45-0088

豊邑 豊栄 082-432-2250

ケ
ア
ハ
ウ
ス

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

本永病院（療養） 西条 082-423-2666 真愛病院（医療院） 黒瀬 0823-70-4011

ふれあい（医療院） 西条 082-424-1555

療
養
・医
療
院

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

ゆうゆうの園 西条 082-423-2727 もみじ園 黒瀬 0823-83-6061

葵の園・東広島 西条 082-422-9200 葵の園・広島空港 河内 082-420-7171

きさか 西条 082-422-1560 あきまろ園 安芸津 0846-45-6100

老
人
保
健
施
設

施設名称 エリア 電話番号 施設名称 エリア 電話番号

長寿苑 西条 082-425-2000 さくら園 黒瀬 0823-83-6060

桜が丘保養園 西条 082-423-2595 豊邑苑 豊栄 082-432-2250

新生園 八本松 082-429-0350 大仙園 河内 082-437-1631

御薗寮 高屋 082-434-0455 ユニット型大仙園 河内 082-437-1631

造賀福祉園 高屋 082-436-0009 あきまろ園 安芸津 0846-45-5600

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

【編集・問い合わせ先】（一社）東広島地区医師会地域連携室あざれあ
（TEL）082-793-7360 （FAX）082-493-7361 （URL）http://www.east-hiroshima-med.or.jp/azalea/



；入居一時金等

；介護サービス費、食費、居住費、日常生活等の合計

教えて！高齢者向けの様々な「住まい（生活の場）」

住まいの種類 サービスの名称
利用要件

サービスの内容
費用の目安等（初期費用、月額費用）
[※詳細は個々の施設にお問い合わせください]自立 支1.2 介1.2 介3-5 認知症 看取り

① 介護サービス付きの
高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅
（サ高住）

〇 〇 〇 △ △ △
（対象）60歳以上の高齢者または要介護者・要支援者
「高齢者住まい法」により創設され、都道府県単位で認可・登録された賃貸住宅です。
必ず付くサービスは「安否確認」と「生活相談」です。

0～数十万円

12～30万円

認知症高齢者グループホーム × △ 〇 〇 〇 △
（対象）認知症の診断と要支援 2以上の認定が必須
専門のスタッフの援助を受けながら1ユニット5～9人のグループで共同生活をする「住まい」
です。要支援1は入所不可。介護保険の地域密着型サービスの一つです。

0～数十万円

12～20万円

② 有料老人ホーム 健康型有料老人ホーム ※自立生活可能な方に限る

（対象）概ね60歳以上
介護の必要がなく、自立した生活ができる健康な高齢者のための「住まい」です。
食事などは提供されますが、介護が必要になったら退去しなければなりません。

0～数千万円

12～30万円

住宅型有料老人ホーム
※受け入れ対象等利用要件は

個々の施設により異なる

（対象）概ね60歳以上（要介護認定がある方でも可）
「健康型」と「介護付き」の中間に位置する有料老人ホームです。介護が必要な場合でも外部の
サービス（デイサービスやヘルパーなど）を利用しながら生活できる「住まい」です。

0～数百万円

12～20万円

介護付き有料老人ホーム △ △ 〇 〇 〇 〇
（対象）概ね60歳以上（要介護認定を受けている事が望ましい）
介護が必要で、何らかの理由で家庭での生活が困難な方が、家庭の代わりに暮らすことができる
住まい」です。基本的に24時間体制で介護が受けられるようスタッフが配置されています。

0～数百万円

12～30万円

③ 軽費老人ホーム ケアハウス 〇 〇 〇 △ △ △
（対象）単身者または夫婦のどちらか一方が60歳以上（要介護認定がある方でも可）
家庭環境や住宅事情などにより、家族との同居が困難な方が低額で入居できる「住まい」です。
介護サービスを備えた「介護型」と外部サービスを利用する「一般（自立）型」があります。

数十～数百万円

12～20万円

④ 介護保険施設
（要介護状態の

認定が必須）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

× × × 〇 〇 〇
【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】（対象）要介護 3以上
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が日常生活支援や介護を受けることができます。

＊介護保険施設の負担額は

要介護度や部屋の形態など

により異なる

0円

8～13万円

介護老人保健施設
（老人保健施設）

× × 〇 〇 〇 △
【介護老人保健施設（老人保健施設）】 （対象）要介護 1～ 5
状態が安定している人が在宅復帰を目指してリハビリテーションや介護を受けることができます。

介護療養型医療施設
（療養病床など）
※2023年度末(2024年3月)で廃止

× × 〇 〇 〇 〇
【介護療養型医療施設（療養病床など）】 （対象）要介護 1～ 5
長期の療養が必要な人が対象で、医療、療養上の管理、看護などを受けることができます。

介護医療院 × × 〇 〇 〇 〇
【介護医療院】 （対象）要介護 1～ 5
長期的な医療と介護が必要な人が対象で、医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えています。

⑤ 高齢者マンション 高齢者向け分譲マンション
※受け入れ対象等利用要件は

個々の施設により異なる

通常のマンション同様入居契約が「所有権」契約なので、相続、売却が可能です。
自治体に届けをする必要がなく、明確な基準がありません。食事、家事などのサービスは施設により
異なります。

数千万円

0～数十万円

＊高齢者向けの住まい（生活の場）には様々な種類があります。それぞれの特徴を知ることが大切ですね！
また、関連する高齢者の生活を支えるしくみ・制度については高齢者総合相談窓口などにお尋ねください。

教えて！様々な高齢者向け「住まい（生活の場）」の特徴

＊「住まい」を選択する場合は「見学」「相談」し、入居（入所）条件や必要な費用などを確認しましょう。

（見学の予約方法や詳細については、個々の施設にお問い合わせください）

初期費用目安

初期費用目安

初期費用目安

初期費用目安

初期費用目安

初期費用目安

初期費用目安

初期費用目安

月額費用目安

初期費用目安

月額費用目安

月額費用目安

月額費用目安

月額費用目安

月額費用目安

月額費用目安

月額費用目安

月額費用目安

教えて！費用の目安

（利用要件） 〇；利用可 △；施設によって利用可 ×；利用不可 〔略字〕 支 1・2；要支援 1・2 介 1～5；要介護 1～5

（参考：https://www.minnanokaigo.com/guide/）

高齢者を支える 「介護保険制度」
ひとくちメモ

♣ 制度を利用するためには「申請」が必要です

①要介護認定の申請について相談

地域包括支援センターやケアマネジャーなど

に、相談しましょう。（相談窓口情報は裏面）

②要介護認定申請手続き

申請書類には心身の状況をよく理解している

かかりつけの医師（主治医）の氏名等の記

入が必要です。（※ 主治医がいない場合は市から依頼）

③認定調査・主治医意見書

認定調査：調査員が自宅などを訪問し、本人

や家族から 聞き取り調査などを行います。

主治医意見書：主治医が、本人の心身の

状況やサービスに関する意見などをまと

めた意見書を作成します。

④審査・判定

調査結果や主治医意見書などをもとに、市が

任命する医療・保健・福祉の専門家で総合的

に審査して要介護状態区分が決められます。

⑤認定結果の通知

認定結果通知書と介護保険証が、自宅な

どに届きます。

※要支援や要介護に当てはまらない人は非該当

♣ 要介護状態の区分について

要介護状態区分 状態のめやす

要支援１
ほぼ自立した生活ができるが、介護予防の
ための支援や改善が必要

要支援２
日常生活に支援は必要だが、それによって
介護予防ができる可能性が高い

要介護１
歩行などに不安定さがあり、日常生活に部
分的な介護が必要

要介護２
歩行などが不安定で、排せつや入浴などの
一部または全部に介護が必要

要介護３
歩行や排せつ、入浴、衣類の着脱などに、
ほぼ全面的な介護が必要

要介護４
日常生活全般に動作能力が低下しており、
介護なしでの生活は困難

要介護５
生活全般に介護が必要で、介護なしでは
日常生活がほぼ不可能

申請書類

「主治医」

介護保険証

東広島市
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