
2022年4月1日現在

社会福祉法人　新　生　会
〒370-3347  群馬県高崎市中室田町5983番地

《　　お元気な方のためのホーム　　》 ※見学は、常時受け付けております。 TEL 027-374-1511/ FAX 027-374-1510

施設名

　　養護老人ホーム　
　　　（ 措置施設並びに一般型特定施設 　　軽費老人ホームＡ型    軽費老人ホーム（新基準）    有料老人ホーム　健康型 <全国有料老人ホーム協会会員>

　　　　入居者生活介護： 群馬県指定№1072100843 ）

開設年 　　昭和32年（1957年）開園 平成16年（2004年）開園 　　昭和37年（1962年）開園    昭和50年（1975年）開館    昭和51年（1976年）開館
入居定員 　　50名　 10名　 　　80名　 　45室　50名　（内、2人入居室：5室10名）    63戸 126名　    　（全戸2人入居対応）

　　・年齢65歳以上。 高崎市在住の方。 　  ・年齢60歳以上。家庭及び住居等の 　　・年齢60歳以上。家庭及び住居等の    ・年齢60歳以上。ご夫婦で入居する場合は、どちらかが60歳以上であれば
　　・家庭・家族状況や経済上の理由、又は住居等の 年齢60歳以上。独居、夫婦のみの世帯、　  環境上の理由で家庭において生活 　　環境上の理由で家庭において生活    入居可。
　　　環境上の理由で、家庭において生活することが 家族の援助を受けるのが困難な方。 　  することが困難な方。 　　することが困難な方。    ・食事は、自炊もしくは、ウエルカムセンターの梅香レストランを利用して
　　　困難な方。 要介護度2程度までの方。 　  ・食事サービス付。 　　・食事サービス付。    いただく。

　①措置費（月額） 円／日      ■月額利用料      ■月額利用料   ■入居一時金
介護保険対象 保険対象外 食　　　費 395 朝 事務費 82,594 円 事務費 78,280 円 　　　　1,320万円　～　2,540万円 ※分譲方式ではありません。

事務費 102,168 161,890 525 昼 生活費 55,290 円 生活費 46,940 円         居室タイプ（面積）と階数による ※月払い方式もあります。
生活費 53,744 53,744 525 夕 計 137,884 円 管理費 10,000 円 　　　　15年償却。日割りで精算。 ※初期償却が発生します。

計 155,912 215,634 光熱水費 360 2,710 円 計 135,220 円
・被服費加算、期末加算、冬期加算、 計 1,805 　（共用部光熱水費11月～3月） 2,710 円   ■月額利用料
　入院時の日用品費等有り 　　　※事務費は年収に応じて公的補助 　（共用部光熱水費11月～3月） 〔一人入居〕 管理費 56,980 円 暖房料ⅡⅢ
〇負担能力に応じた費用徴収 （月額 54,150 円　30日） 　　　（高崎市）有り　→　本人負担額は、 　　　※事務費は年収に応じて公的補助 共益費 9,200 円 　　3,300円（共用部分）
（本人・扶養義務者に対して） 7,000円（夫婦）～全額 　　　（高崎市）有り　→　本人負担額は、 修繕維持費 7,920 円～ 　　居室は各戸負担

7,000円（夫婦）～全額 計 74,100 円～ 水道料 50円／屯
　②介護保険１割負担（利用件数に応じて）      　○その他 給湯料 1,670円/屯 (Ⅰ号館のみ)

　約2,000　～　20,000円／月 ・居室の電気料等      　○その他 〔二人入居〕 管理費 96,965 円 梅香レストラン利用料 （食材分）

〇負担能力に応じて還付を受けることが ・居室の電気料、暖房料等 共益費 18,400 円 1日3食 1,320 円
　できます（45～100％）。 修繕維持費 7,920 円～ 　　（朝食330円昼・夕各495円）

※令和2年10月1日からの支弁基準額 計 123,285 円～

問合せ 　直接ホームへ 　直接ホームへ
申込み 　電話 027-374-1108 　電話 027-374-0401

《　　介護の必要な方のためのホーム　　》 ◎介護認定調査は、区市町村の老人福祉窓口へ申請して下さい。

施設名

　特別養護老人ホーム   特別養護老人ホーム   特別養護老人ホーム   特別養護老人ホーム   介護付有料老人ホーム    <全国有料老人ホーム協会会員>
　　　（　指定介護老人福祉施設： 　　　（　指定介護老人福祉施設： 　　　（　指定介護老人福祉施設： 　（　地域密着型介護老人福祉施設： （　特定施設入居者生活介護： （　特定施設入居者生活介護：
　　　　　群馬県指定№1072100157　） 　　　　　群馬県指定№1072100371　） 　　　　　群馬県指定№1072100165　） 　　　　高崎市指定№1090200625　） 　　群馬県指定№1072100298　） 　　群馬県指定№1072100280　）

　昭和44年（1969年）開園   平成12年（2000年）   平成9年（1997年）   平成26年（2014年）   昭和63年（1988年）開園   平成9年（1997年）開園
      榛名憩の園より分離       榛名憩の園より分離      一部ユニット型より分離

入居定員   60名　＋　ショートステイ15名   40名　   48名　   22名　   48室　50名 （内、2人入居室：　2室　4名）   54室　60名  （内、2人入居室：6室12名／桜の園8室10名）

 介護保険の原則要介護３以上の認定を  介護保険の原則要介護３以上の認定を  介護保険の原則要介護３以上の  介護保険の原則要介護３以上の   原則として年齢60歳以上。   原則として年齢60歳以上。
 受けた方が利用できます。  受けた方が利用できます。  認定を受けた方が利用できます。  認定を受けた方が利用できます。   （ご夫婦の場合は、どちらか60歳以上で可）   （ご夫婦の場合は、どちらか60歳以上で可）

　・桜の園はペットと共に生活できます。

　①介護保険（30日分）   ①介護保険（30日分）   ①介護保険（30日分）   ①介護保険（30日分）    ■入居一時金   ■終身利用権料（入居一時金）
1割負担 22,219　～　31,589円 　1割負担 27,210　～　36,720円 　地域（多床室） 　　 1,400万円（個室） ※分譲方式では 　　　1,900万円　～　3,400万円 ※80歳以上は別プランあります。
2割負担 　2割負担 54,420　～　73,440円 　　1割負担　　　24,060　～　33,630円 　　 2,200万円（夫婦室） 　ありません。 　　　居室タイプ（面積）による ※分譲方式ではありません。
3割負担 　3割負担 81,630　～　110,160円 　　2割負担　　　48,120　～　67,260円 　　 6年償却。日割りで精算。 ※月払い方式もあります。 　　　6年償却。日割りで精算。 ※月払い方式もあります。

　②食費（30日分） 43,350円 ※「介護保険負担割合証」により1割 　　3割負担  　　72,180　～ 100,890円 ※初期償却が発生します。 ※初期償却が発生します。
 ～3割負担 　②食費（30日分） 　地域（従来型個室）    ■月額利用料   ■月額利用料

　※その他、初期・入院・外泊・ 41,760円 　　1割負担　　　23,910　～　33,420円 　　①管理費＋食費 162,470 円　（税込） 　　①管理費＋食費 165,990 円　（税込）
   看取り介護・療養食加算等あり 　　2割負担　　　47,820　～　66,840円 　　　　冬期（暖房）加算 2,420 円（11月～3月） 　　　　冬期（暖房）加算 2,420 円（11月～3月）

　③ホテルコスト（30日分） 　　3割負担　　　71,730　～ 100,260円 　　②介護保険1割負担（30日分） 　　②介護保険１割負担（30日分）
60,180円 　②食費（30日分） 　　41,760円 　　    介護保険2割負担（30日分） 　　    介護保険２割負担（30日分）

  ①介護保険1割負担（1日分） 　③ホテルコスト（30日分） 　　    介護保険3割負担（30日分） 　　    介護保険3割負担（30日分）
　　要支援Ⅰ    633円 ～ 要介護Ⅴ 1,175円 　　　※その他、初期・入院・外泊・ 　　　・個室利用者     ：　35,130円 　　③基本介護サービス費（自立） 52,800 円（税込） 　　③基本介護サービス費（自立） 52,800 円（税込）
　　介護保険2割負担（1日分） 　　　　 看取り介護加算等あり 　　　・多床室利用者　：　25,650円

   ■ショートステイ（又は体験入居）   ■ショートステイ（又は体験入居）
　　介護保険3割負担（1日分）     ※その他、初期・入院・外泊・                          　1日 自立・介護認定外 10,000 円 　　　1日 自立・介護認定外 10,000 円　

   看取り介護加算等あり 　1日 要支援Ⅰ～要介護Ⅰ 15,000 円 　　　1日 要支援Ⅰ～要介護Ⅰ 15,000 円　
　②食費（1日3食分）：　1,445円 ※高崎市に住所のある方に 　1日 要介護Ⅱ～要介護Ⅴ 20,000 円 　　　1日 要介護Ⅱ～要介護Ⅴ 20,000 円　
　③ホテルコスト（１日分）：　2,006円          限ります ・原則14日以内（介護費・食費等含む） ・原則14日以内（介護費・食費等含む）

問合せ  直接ホームへ  直接ホームへ  直接ホームへ 直接ホームへ   直接ホームへ   直接ホームへ
申込み  電話　027-374-0767  電話　027-374-2103  電話　027-374-4777  電話　027-374-4777   電話　027-374-2998   電話　027-374-5700

冬期加算

新　生　会　老　人　ホ　ー　ム　入　居　要　件

恵　　泉　　園 清　　泉 榛 名 春 光 園 梅香ハイツ  バルナバ館 梅香ハイツ  マ リ ヤ 館

類型
生活支援ハウス
　（高齢者生活福祉センター）

入居要件

入居費用

冬期加算

　　最寄り区市役所・町村役場老人福祉窓口へ 　　高崎市老人福祉窓口へ    直接ホームへ    電話　027-374-5667

榛 名 憩 の 園 ケアホーム 新 生 の 園 マチュアホーム 穏 和 の 園エンジェルホーム 誠　 の 　園

21,114～85,677円

  6,505～27,909円

19,515～83,727円

 7,038～28,559円
■ショートステイ（介護保険適用）15名 13,010～55,818円 14,076～57,118円

　　　41,760円

　③居住費（30日分）
25,650円：全室多床室（四人部屋）

類型
  介護付有料老人ホーム  <全国有料老人ホーム協会会員>

開設年

入居要件

入居費用

     1割負担  25,260　～  34,710円
     2割負担  50,490　～  69,450円
     3割負担  75,750　～104,160円

     要支援Ⅰ 1,897円 ～ 要介護Ⅴ 3,525円

　③ﾎﾃﾙｺｽﾄ（30日分）    60,180円：全室個室

     要支援Ⅰ 1,265円 ～ 要介護Ⅴ 2,350円

　②食費（30日分）

44,437　～　63,177円
66,655　～　94,766円


