
軽費老人ホーム一覧 令和４年４月１日

番号 施設類型 設置主体 経営主体 施設名 郵便番号 住所1 住所2 定員数 開設年月日
特定施設
の指定

電話 備考

1 A型 (社福)創世福祉事業団 (社福)創世福祉事業団 エデンの園軽費老人ホーム 960-8202 福島市 山口字柳沢60-1 60 昭和57年4月1日 無 024-533-4031

2 A型 (社福)郡山福祉会 (社福)郡山福祉会 采女の里やすらぎ 963-0211 郡山市 片平町字妙見館1-2 60 平成2年4月1日 無 024-961-2399

3 A型 (社福)明生会 (社福)明生会 悠々の里 971-8131 いわき市 常磐上矢田町頭田43 50 昭和55年4月7日 無 0246-29-7717

4 ケアハウス (社福)あだち福祉会 (社福)あだち福祉会 ケアハウス芳菊苑 964-0938 二本松市 安達ケ原一丁目291-1 30 平成7年10月1日 無 0243-22-1800

5 ケアハウス (社福)信達福祉会 (社福)信達福祉会 ケアハウス広瀬 960-0776 伊達市 梁川町字東土橋65-1 30 平成9年4月1日 有 024-577-6600

6 ケアハウス (社福)慈仁会 (社福)慈仁会 ケアハウス星風苑 960-0906 伊達市 月舘町大字御代田字岩内68 40 平成20年6月2日 有 024-572-2227

7 ケアハウス (社福)あだち福祉会 (社福)あだち福祉会 なごみ苑 969-1152 本宮市 本宮字上千束3 19 平成13年4月1日 無 0243-63-2600

8 ケアハウス (社福)愛親福祉会 (社福)愛親福祉会 ケアハウスゆう遊館 962-0403 須賀川市 滑川字関ノ上26-4 30 平成17年10月1日 無 0248-63-2616

9 ケアハウス (社福)田村福祉会 (社福)田村福祉会 ふねひき福寿荘 963-4312 田村市 船引町大字船引字源次郎131 30 平成8年10月1日 無 0247-82-6643

10 ケアハウス (社福)石川福祉会 (社福)石川福祉会 やすらぎ荘 963-6204 石川郡浅川町 大字浅川字背戸谷地177-6 15 平成10年10月1日 無 0247-36-1166

11 ケアハウス (社福)清峰会 (社福)清峰会 なつなし 961-0024 白河市 新夏梨1-2 30 平成11年11月1日 無 0248-31-2224

12 ケアハウス (社福)しらかわ会 (社福)しらかわ会 しらかわの里 961-0004 白河市 萱根字金ヶ入10-1 30 平成15年11月1日 無 0248-23-4613

13 ケアハウス (社福)矢祭福祉会 (社福)矢祭福祉会 せせらぎ荘 963-5118 東白川郡矢祭町 大字東舘字蔵屋敷122 30 平成7年4月1日 有 0247-46-3300

14 ケアハウス 矢祭町 (社福)矢祭福祉会 矢祭町軽費老人ホーム櫻の苑 963-5201 東白川郡矢祭町 大字中石井字御殿川原11-1 30 平成30年12月1日 有 0247-46-2233

15 ケアハウス (社福)心愛会 (社福)心愛会 ハーモニーあいづ 965-0001 会津若松市 一箕町松長5丁目11-31 50 平成16年9月1日 無 0242-32-0041

16 ケアハウス (社福)天心会 (社福)天心会 ケアハウス啓愛ヴィラ 966-0902 喜多方市 松山町村松字北原3656-1 50 平成10年4月1日 無 0241-24-5517

17 ケアハウス (社福)心愛会 (社福)心愛会 ハーモニーほんごう 969-6155 大沼郡会津美里町 字北川原14 50 平成13年8月1日 無 0242-57-1255

18 ケアハウス (社福)南相馬福祉会 (社福)南相馬福祉会 ケアハウスさくら荘 975-0033 南相馬市 原町区高見町二丁目70 30 平成11年4月1日 無 0244-25-2811

19 ケアハウス (社福)さくら福祉会 (社福)さくら福祉会 吾妻園 960-1107 福島市 上鳥渡字北河原2-1 30 平成7年10月1日 無 024-593-0303

20 ケアハウス (社福)創世福祉事業団 (社福)創世福祉事業団 輝きの郷 960-8202 福島市 山口字七口13-1 30 平成9年9月1日 無 024-525-5000

21 ケアハウス (社福)北信福祉会 (社福)北信福祉会 ハッピー愛ランド 960-0112 福島市 南矢野目字才ノ後6-2 60 平成9年10月1日 有 024-552-2805

22 ケアハウス (社福)多宝会 (社福)多宝会 ケアハウス土湯宝生園 960-2157 福島市 土湯温泉町字坂ノ上23 50 平成10年4月27日 無 024-594-5900

23 ケアハウス (社福)清樹会 (社福)清樹会 ケアハウス田沢の里 960-8156 福島市 田沢字入20 30 平成11年1月13日 無 024-547-2220

24 ケアハウス (社福)すこやか福祉会 (社福)すこやか福祉会 すこやかの里ケアハウス 960-0114 福島市 沖高字中島１４－１ 30 平成15年5月8日 無 024-552-1377

25 ケアハウス (社福)わたり福祉会 (社福)わたり福祉会 ケアハウスはなしのぶ 960-1103 福島市 平石字堰ノ上3 30 平成16年10月5日 無 024-544-0711

26 ケアハウス (社福)さくら福祉会 (社福)さくら福祉会 一風館 960-8044 福島市 早稲町2-8 40 平成18年1月1日 無 024-522-4077

27 ケアハウス (社福)共生福祉会 (社福)共生福祉会 光の森の家 963-0665 郡山市 横川町字遠後50-8 60 平成9年9月1日 無 024-956-8500

28 ケアハウス (社福)南東北福祉事業団 (社福)南東北福祉事業団 ケアハウス南東北ライフケア館 963-0532 郡山市 日和田町梅沢字丹波山3-2 50 平成11年4月1日 無 024-968-1010

29 ケアハウス (社福)くわの福祉会 (社福)くわの福祉会 ケアハウスはやま 963-0201 郡山市 大槻町字西勝ノ木5-1 30 平成11年10月1日 無 024-962-3922

30 ケアハウス (社福)太田福祉記念会 (社福)太田福祉記念会 ケアハウスグリーンライフ小磯 963-1411 郡山市 湖南町舟津字小磯5112-1 30 平成13年5月1日 無 024-992-0288

31 ケアハウス (社福)昌平黌 (社福)昌平黌 日之出荘 970-8011 いわき市 平上片寄字上ノ内193 80 平成8年10月1日 有 0246-34-1717

32 ケアハウス (社福)ハートフルなこそ (社福)ハートフルなこそ ケアハウスハートフルなこそ 979-0143 いわき市 勿来町白米長澤8 30 平成9年10月1日 無 0246-65-2100

33 ケアハウス (社福)養生会 (社福)養生会 ケアハウスかしま 971-8143 いわき市 鹿島町下蔵持字中沢目24 20 平成10年4月1日 無 0246-58-8278

34 ケアハウス (社福)松濤会 (社福)松濤会 ケアハウス恕宥荘 970-0106 いわき市 平山崎字熊ノ宮38 20 平成11年4月20日 無 0246-34-2000

35 ケアハウス (社福)正風会 (社福)正風会 ケアハウス小名浜 971-8101 いわき市 小名浜字本町60-6 30 平成17年10月1日 無 0246-73-0100


