
社会福祉法人 柊の郷 利用者様 募集案内

ご担当者様

新規利用者様募集に伴うご案内

拝啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

早速ではございますが、当法人が運営するグループ
ホームにおけるご入居様の募集案内を送付いたします。
満員になり次第終了とさせて頂きますので、エント
リーだけでもお申し込みください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ

いただきますようお願い申し上げます。

敬具

〒292-0008 千葉県木更津市中島3668-1
社会福祉法人柊の郷 理事長 足高慶宣

TEＬ 0438-40-4505

FAX 0438-40-4504
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正式名称 社会福祉法人柊の郷

代表者 理事長 足高 慶宣

設立年月日 平成11年11月1日

主な事業 障害福祉事業

従業員数 約350名（内東日本：141名）

法人理念 『安心・安全・安楽』『大きな家』

社会福祉法人

柊の郷 法人概要

柊の郷は知的障がい者の明日を考える勉強会を主催し、知的障がい
者の明日を考える議員連盟※1と協力して知的障がい者の権利を尊重でき
るように法改正の提案や行政機関への働きかけを行っています。

※1会長野田聖子先生、幹事長三原じゅん子先生、事務局長青山周平先生
など約60名の国会議員が在籍



社会福祉法人

柊の郷
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社会福祉法人

柊の郷 サービス概要

・法人内の生活介護事業所（日中デイサービス事業所）
柊の郷のグループホームをご利用いただく方には法人内の生活介護をご利用いただくことが可能です。

・生活介護事業所とグループホームの連携
生活介護事業所とグループホームが連携して、利用者様の日中活動の提供や支援、健康管理や医療機関との

連携・支援を24時間・365日途切れることなくサポートしています。

・都心までのアクセス約40分
都心からアクアラインを使用して約40分ほどでアクセス可能。

・60名の大規模募集！！
2022年に新たに3施設（定員1棟20名×3棟＝60名）のグループホームを新築予定！！

利用者様に安心してお過ごしいただける為に24時間365日柊の
郷のサービスをご利用いただくことが可能となります。



生活介護（デイサービス）

グループホームグループホーム

グループホーム グループホーム

柊の郷が行う障害福祉事業は？

木更津拠点袖ケ浦拠点

通所 通所

社会福祉法人

柊の郷

上総

オーシャンテラス

ラ・メール

松川

事業体系



日中サービス支援型グループホーム
（内部写真）

社会福祉法人

柊の郷



社会福祉法人

柊の郷 日課



柊の郷では同じ法人内で行うことで24時間
365日のサポートを受けることができます。

24時間シフト制の勤務、夜間帯の支援、体調管理、金銭管理、排せつ・
入浴等の生活支援、食事提供、土日の買い物や外出…etc

生活介護に通所できなかった場合もグループホームで職員が支援を行い
ます。

日勤帯の勤務、利用者様の送り迎え（法人のマイクロバスで送迎補助を
させていただきます）、日中作業の提供（創作、自立課題、課外活動
等）、昼食の提供及び介助、服薬支援、排せつ等の生活支援を行います。

社会福祉法人

柊の郷



受診
・歯科受診は毎週に訪問歯科によるクリーニングを行っ
てます。

・必要な受診は看護師、職員で付き添い行います

・平日の日中の時間帯で看護師2名を配置しています。

・休日の場合は、オンコールで看護師と対応しています。

・心療内科の先生が月に1度往診に来て頂いています。

・インフルエンザ・コロナ予防接種を行っています。

社会福祉法人

柊の郷



散髪について

柊の郷では、毎月に1度訪問美容師による散髪を行って
います。

※ご利用に人数による制限があります。
１カットあたり2000円程かかります。

社会福祉法人

柊の郷



日本の四季折々に則った行事

• 節分こどもの日 花見 等

• 夏祭り クリスマス会 初詣 BBQ

• 地域祭り 神輿担ぎ

• 社会見学 消防出初式見学 等

• 活動

• お散歩 芸術創作 ドライブ

• 自立課題（ビーズ通し、プットイン、型
はめ パズル等 ）

社会福祉法人

柊の郷 行 事



社会福祉法人

柊の郷

内 訳 金 額

グループホーム利用にかかるご本人負担額 サービス受給者証に記載

家賃 月額35,000円

水光熱費 月額5,000円

食材料費 朝250円 昼310円 夕380円

日用品費その他生活費 月額10,000円

敷金 家賃3ヶ月分（35,000円×3） 105,000円

〇グループホームサービス利用料金

内 訳 金 額

生活介護サービス利用にかかる本人負担額 サービス受給者証に記載

食事にかかる本人負担 一日当たり昼食代540円

〇生活介護 利用料金

※寄付金や協力金は一切かかりません。
※利用者様の収入に応じて家賃や食費の補助を受けることができる場合があります。

利用料金



社会福祉法人

柊の郷
利用料金 モデルケース

（障害基礎年金1級受給者の場合）

内 訳 金 額

障害基礎年金1級 約81,000円

年金給付金 約 6,000円

収入合計 約87,000円

・収入

内 訳 金 額

グループホーム 家賃（特別給付費控除後） 25,000円

日用品 10,000円

水光熱費 5,000円

食費（31日全日利用した場合） 22,010円

生活介護 昼食費（食事提供加算対象者） 5,014円

費用合計 67,024円

・費用

※上記支出以外に病院受診費用、散髪代、保護者会費、買い物代金などが利用者様個人に応じて発生する可能性があります。

収支差額 収入合計87,000円－費用合計67,024円 ＝ 19,976円
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社会福祉法人

柊の郷
1. この度、令和2年10月に木更津市の金田地区を中心にに知的障がい者を対象とした日中サービス支援
型グループホームと生活介護事業所を新規オープンいたしました。
利用者様の幸福を追求するため、グループホームと生活介護事業所を合理的に活用して、24時間、365
日途切れることのないサービス提供を行います。つきましては、新規ご利用者様を下記のとおり募集し
ます。

2．対象者
・知的障がい者、障害支援区分3～6の方
・18歳～65歳
・柊の郷での共同生活を希望される方

3. 提供サービス
・日中サービス支援型グループホーム（2022年12月完成予定棟）
※ご希望の方には当法人が木更津市内で運営しています生活介護事業所を優先してご利用いただけます。

4. 定員 200名
・募集人数 計60名
※1棟（10名×2ユニット）のグループホームを2022年度に3棟開所予定です。

募集要項



体験入居の流れ 大きく３ステップに分かれます
まずはお気軽にご相談ください！

社会福祉法人

柊の郷

１受付 ２面談 ３体験利用

・柊の郷のホームページ
(https://www.hiiragi.or.jp/)
に記載のExcelファイルを記入
後ラ・メール木更津の事業所
に送付してください。

※申込書類の郵送も承ってお
ります。

・ご本人様の現在の状況を
聞き取りします。

・都内での面談も可。
（ご相談くださいませ）

・調整をして日程を決定し
ます。体験期間は合計1か月
ほどになります。
・体験期間は最短2泊3日か
ら最長1ヶ月までとなります。
・既存のGHでの体験が可能
です。
・体験終了後入居決定とな
ります。

入居の流れ

2週間 1ヶ月

新規申し込み多数につき定員の60名が満床になり次第、募集を終了と

させていただきます。 15

https://www.hiiragi.or.jp/


問い合わせ先

住所：〒292-0008 千葉県木更津市中島3668-1

電話：℡0438-40-4505 FAX 0438-40-4504

WEB： https://www.hiiragi.or.jp/

MAIL :  kaneda-office1@hiiragi.or.jp

受付日時：平日9：00～17：00

担当：榁木（ムロキ）
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社会福祉法人

柊の郷

金田バスターミナルから徒歩25分/タクシー5分

東京駅から約50分/横浜駅・川崎駅から約20~40分

（アクアライン高速バス利用の場合）

最寄り駅

JR巌根駅 徒歩約50分/タクシーで10分

ナビの場合は「木更津市中島3659」と入力して頂
くとラ・メールで表示されます。

アクセス

問い合わせ先・アクセス

https://www.hiiragi.or.jp/
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