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「ありのままのあなたを大切にします」 

練馬区社会福祉事業団 

Since 1999 



 ケアハウスは身体機能の低下などにより、独立して生活するには不安がある高齢者に、

安心して自立した生活を送っていただくための施設です。そのための各種の設備が整えら

れています。 

 練馬区社会福祉事業団が平成１１年より練馬区からの委託を受け、運営しておりました。

平成１８年以降、指定管理者としてケアハウスの運営をおこない、

令和３年４月から民営化になりました。 

 練馬区社会福祉事業団はケアハウスが併設されている大泉特

別養護老人ホームの他に、区内に田柄、富士見台、関町、上石神

井の各特別養護老人ホーム、１２箇所のデイサービスセンターや

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所など数多くの事業を運営し

ており、練馬区の福祉を牽引していくべく日々努力しています。 

 

練馬区社会福祉事業団 経営理念 

   練馬区社会福祉事業団は、人権尊重を理念とし、地域で最も信頼され、 

喜ばれるサービスの提供を、効率的でバランスのとれた経営をもって行い、 

区民福祉の向上を図ります。 

大泉特別養護老人ホームの４階の一

部と５階フロアーがケアハウスです 



 

アハウスとは・・ 

自立した生活をしていただく施設ですので、職員による個別の介護はおこなってい

ません（いわゆるケア付きではありません）。 生活されていく上で介護や何らかの支援が

必要になった場合には、介護保険サービスやその他の保健福祉サービスを利用していただ

くことになります（費用はご本人持ちです）。 

ケアハウスの入居定員は５０名です。 

・令和２年度より募集を停止しています。 

 

●入居要件●                  

・現に練馬区に居住していること                  

・申し込み日現在、満６０歳以上であること 

・自炊ができない程度の身体能力の低下が認められる、または高齢のため独立して生活す

ることには不安が認められ、家族による援助を受けることが困難なものであること。 

・利用料を支払うことが可能であり、月収が利用料を超えていること（定期的な収入があ

ケ 



る方） 

・確実な保証能力を有する保証人を立てることができること    

・生活保護の受給中ではないこと 

 

●提供するサービス● 

・食事 （一日３食 食堂で提供） 治療食などは提供できません  

・入浴 共同浴室を利用（月曜日から土曜日） 

・職員による生活相談 

・緊急時の対応 

・倶楽部活動などへの支援 

 

  

 

 

 

 

食事は栄養と塩分など、十分配慮が

なされています。主菜を選べる選択

食の日もあります。 



 ●ケアハウスの設備● 

・居室は個室であり（約 10 畳）、室内には電動ベッド、ミニキッチン、ナースコール、 

洗濯機置き場、洋式トイレ、洗面所、防炎カーテン、エアコンなどが完備されています 

煙探知機や人感センサーなど安全への配慮がなされています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・共用スペース 

 食堂や共同浴室、談話コーナー、相談室、各階に洗濯室、パソコンルームなどの 

共用スペースがあります。またケアハウス専用のエレベーターがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●倶楽部活動や年間行事● 

 自治的な活動である倶楽部活動や、季節に沿った年間行事をおこなっています。 

 倶楽部活動・・パソコン倶楽部 コーラス倶楽部 三作会（歌の会）  園芸倶楽部 

        編み物クラブ など （会費が必要が必要なものもあります） 

 年間行事 ・・新年会 花見 納涼会 敬老会 忘年会 など 

  他に、毎月おこなう誕生会や、喫茶などもおこなっています。     

         入居されている方の持っている力を活かし、様々なことに自治的に活

動していただき、それまで暮らしていた地域とのつながりを維持し

ながら、ケアハウスで楽しく生きがいを持って生活をしていただけ

るように、私たち職員は支援していきます。 

 

●ケアハウスの職員体制● 

所長以下、生活相談員、介護士、宿直員（非常勤）が交代で勤務し、緊急時の対応がすぐ

とれるような体制をとっています。 

 

 

地域との

つながり 

自 治 
生きが

い作り 



●利用料金● 

ケアハウスの利用料金は前年度の入居者の収入によって決まります。利用料金には部屋代、

食事代、共用部分の光熱水費が含まれています。 お部屋の電気、水道代などは個人で負

担していただきます。 

※１１月から３月までは、暖房費として利用料金に月額２，０７０円が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ケアハウス利用料） 

 

                                

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 対象収入区分 利用料（月額） 

1 720,000 円以下 24,400 円

2 720,001 円以上 760,000 円以下 24,500 円

3 760,001 円以上 800,000 円以下 27,300 円

4 800,001 円以上 840,000 円以下 30,200 円

5 840,001 円以上 880,000 円以下 32,900 円

6 880,001 円以上 920,000 円以下 35,700 円

7 920,001 円以上 960,000 円以下 38,600 円

8 960,001 円以上 1,000,000 円以下 40,300 円

9 1,000,001 円以上 1,040,000 円以下 43,300 円

10 1,040,001 円以上 1,080,000 円以下 46,200 円

11 1,080,001 円以上 1,120,000 円以下 49,200 円

12 1,120,001 円以上 1,160,000 円以下 51,300 円

13 1,160,001 円以上 1,200,000 円以下 55,200 円

14 1,200,001 円以上 1,260,000 円以下 58,900 円

15 1,260,001 円以上 1,320,000 円以下 63,300 円

16 1,320,001 円以上 1,380,000 円以下 67,700 円

17 1,380,001 円以上 1,440,000 円以下 72,100 円

18 1,440,001 円以上 1,500,000 円以下 76,500 円

19 1,500,001 円以上 1,600,000 円以下 81,500 円

20 1,600,001 円以上 1,700,000 円以下 86,500 円

21 1,700,001 円以上 1,800,000 円以下 91,500 円

22 1,800,001 円以上 1,900,000 円以下 96,500 円

23 1,900,001 円以上 2,000,000 円以下 101,500 円

24 2,000,001 円以上 2,100,000 円以下 106,500 円

25 2,100,001 円以上 2,200,000 円以下 111,500 円

26 2,200,001 円以上 2,300,000 円以下 116,500 円

27 2,300,001 円以上 2,400,000 円以下 121,500 円

28 2,400,001 円以上 127,170 円

※ 対象収入とは前年の収入から、前年の租税、社会保険料等の

必要経費を控除した後の収入です。 

 

※ 利用料は改定する場合があります。 

大泉ケアハウス 

住所：練馬区東大泉 2-11-21 

西武池袋線「大泉学園駅」北口下車 徒歩 15 分 

03-5387-2201（代表） 

03-5387-3699（直通） 


