
住宅型有料老人ホーム

四つ葉のクローバー伊勢崎山王

【 運営組織 】

株式会社きずな

〒372-0831 群馬県伊勢崎市山王町73番地２

TEL 0270-27-5522   FAX 0270-27-5523



会社の概要

商 号 株式会社きずな

本 店 群馬県伊勢崎市山王町73番地2

設立日 平成２８年 ５月 ６日

代表者 代表取締役 森岡 昭雄

資本金 ２００万円

従業員 ２１名（令和４年６月１日）

目 的

電 話 ０２７０－２７－５５２２

ＦＡＸ ０２７０－２７－５５２３

ＵＲＬ http://www8.wind.ne.jp/kirua

E-mail isesaki@makasete294.com

医療協力 都丸内科クリニック

豊受診療所

伊勢崎クリニック

久保医院

芳賀歯科医院

協力組織 山田穂積法律事務所

加藤労務コンサルティング

広瀬徹税理士事務所

株式会社まかせて

東和銀行 伊勢崎支店

運営事業 住宅型有料老人ホーム

四つ葉のクローバー伊勢崎山王

デイサービスセンター

四つ葉のクローバー伊勢崎山王

高齢者介護の新地平をみつめます

当組織の高齢者生活支援のテーマは、「バ

リデーションの実践」です。バリデーショ

ンとは、高齢者とのコミュニケーションの

方法の一つです。

尊敬と共感をもってご高齢者と関わるこ

とを基本とする生活支援方法で、自尊心を

大切にし、ストレスや不安のない生活を支

えます。

「きずなの老人ホームは、明るくて笑顔が

あふれているね」と評判になるよう努力い

たします。

名 称 四つ葉のクローバー伊勢崎山王

類 型 住宅型有料老人ホーム

居室数 ２０室 （全室個室・同面積）

建 物 木造平屋建て 準耐火構造

床面積 689.18㎡（約208坪）

竣 工 平成23年11月

入居者 要介護高齢者に限る

居住権 利用権方式

認知症高齢者の介護に定評があります。

介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門

員・看護師・薬剤師・臨床検査技師・栄養

士などの資格を持った約２０名のスタッフ

がチームワークで楽しく健康的な暮らしを

サポートしています。

有料老人ホームの設置・運営

介護保険法に基づく通所介護事業

介護保険法に基づく訪問介護事業

その他



老人ホーム料金体系

月額利用料金（３０日換算の額）

敷 金 不要

入居金 不要

家 賃 ７０，６００円（非課税）

管理費 ９，０００円 （税別）

食 費 ２９，４００円 （税別）

合 計 １０９，０００円

※介護保険と医療保険の自己負担分は

含みません。

※おむつや外出支援など標準を超える

サービス費用は含みません。

※水道光熱費は管理費に含まれます。

※食費は１日３食とおやつ代を含みます。

※お部屋は、介護用ベッド、チェスト、

カーテン、エアコンが標準装備です。

医療面の受け入れ体制
○＝可 △＝応相談

老人ホーム施設設備

土地建物の情報

敷地面積 約428坪

陽当り良好 14台駐車場 花壇２ヵ所

木造平屋建 準耐火構造 バリアフリー

延床面積 689㎡（約208坪）

火災報知器

要配慮者避難確保計画策定事業所

居室の情報

部屋数 ２０室（13.04㎡ 8.0帖）

全室個室 スプリンクラー配備

標準設備 冷暖房装置

介護用ベッド

チェスト（小型洋服ダンス）

ナースコール

照明・カーテン

共用施設

食堂兼リビング 約61㎡

談話室・健康管理室・調理室

車椅子用トイレ４ヵ所

脱衣室・浴室２ヵ所・洗濯室

事務室・相談室

幅2.7m中廊下

居室設備例 １ 居室設備例 ２



高齢者介護に適した設備・備品が揃っています。

居室前廊下 廊下幅は2.7ｍ

居室側洗面所 車いすトイレ

談話が弾む食堂兼リビング 食堂横に調理室があります

一般個浴室 半機械浴室



併設する介護保険サービス事業

指定通所介護事業所

指定事業所名 デイサービスセンター四つ葉のクローバー伊勢崎山王

介護保険事業所番号 １０７０４０４０７２

市区町村 伊勢崎市

指定の年月日 ２０１７年 ４月 １日

利用定員 ２０名

サービス提供日 月曜日～日曜日 祝祭日

定休日 年末年始

営業時間 ８：３０～１７：３０

サービス提供時間 ９：００～１６：３０

介護報酬加算・減算 入浴介助加算

介護職員処遇改善加算Ⅰ

介護職員特定処遇改善加算Ⅱ

同一建物減算

サービスの特色
「その日を持ち帰る」をテーマにサービスを提供しています。

たとえ短期健忘があってすぐ忘れてしまっても、その日その時を幸せに楽しく過ごして帰宅していただくよう

に心がけています。

また、無理のない機能訓練や体操を行いつつ、音楽セラピー、メイク（お化粧）セラピー、生け花教室など

多様なレクリエーションを行うことで、皆様が笑顔で歓談できる機会を多くしています。

【上段】月に一度のおやつレク（ホットケーキ・焼き芋） 【下段】月に一度の生け花教室

※見学・体験利用を常時受け付けています。 電話番号 0270-27-5522 FAX 0270-27-5523

年に一度の夏祭り



入居希望者情報 記入日 　西暦20　　年　　　月　　　日

　ふりがな 性別
　生年月日　　明・大・昭

  氏　名

   現住所　〒　　　－　　　　　　　.
　電話番号

　現在の状況（該当するものを○で囲んでください）

現在の介護度 不明　　要介護１　　要介護２　　要介護３　　要介護４　　要介護５

麻痺や拘縮 ない ある

体格 痩せ気味 普通 太り気味

寝返り・起き上がり できる つかまれば可能 できない

立ち上がり できる つかまれば可能 できない

歩行 できる つかまれば可能 歩行器等 車椅子

食事 できる 手伝いが必要 全介助

食事形態 普通 軟らかめ お粥・刻み ペースト食

歯の状態 自歯 部分的に入れ歯 総入れ歯 ない

尿意･便意 ある ときどきある ない

トイレの利用 自立 Ｐトイレを使用 介助が必要 使っていない

おむつの使用 使わない 夜だけ使用 リハビリパンツ いつも使用

視力 普通 あまり見えない ほとんど見えない

聴力 普通 あまり聴こえない ほとんど聴こえない

意思の伝達 できる ある程度可能 ほとんど伝達できない

物忘れ 年相応 頻繁にある ひどい物忘れあり

問題行動 なし あり　（幻聴・幻覚、感情失禁、昼夜逆転、暴行・暴言、徘徊など）

その他：

ご相談者のご連絡先
　ふりがな 固定電話番号

　氏　名

　現住所　〒　　　-　　　　　　.
携帯電話番号

　備考

・わかる処をご記入ください。書かれました個人情報は当組織で厳重に管理いたします。

・ご夫婦での入居は２部屋の利用となります。もう一人の状況はその他欄と備考欄にご記入下さい。

・ご記入されましたら　０２７０－２７－５５２３　にファックスするか、当老人ホームにご郵送下さい。

・郵送先：〒372-0831　群馬県伊勢崎市山王町７３－２　　四つ葉のクローバー伊勢崎山王　入居相談係

四つ葉のクローバー伊勢崎山王　　相談票

年　　月　　日生

満年齢

男・女

続　柄



(株)きずなの老人ホームの特徴

・２０室の規模で、手厚い介護をします。

・要介護高齢者のみが入居可能な住宅型有料老人ホームです。

・コンセプトは、「生活保護や国民年金の方でもハッピーな生活ができる施設」です。

・入居時の費用はいただきません。

・家賃、食費、管理費の合計は１０９，０００円（税別）です。

・２２名のスタッフが働いて、笑顔で生活していただきます。

・介護資格者は、介護支援専門員２名、介護福祉士７名、社会福祉士１名

・医療資格者は、正看護師３名、臨床検査技師２名、薬剤師１名

・終末期ケアに移行しても、幸せを感じていただきます。

・協力医療機関は「都丸内科クリニック」「豊受診療所」「久保医院」「伊勢崎クリニック」

・協力歯科医療機関は「はが歯科医院　在宅治療部」

・協力薬局機関は「松本ファーマシー」「かりん薬局」

・相続のトラブルや、税金・年金対策のご相談もできます。

・協力法律相談機関は「山田穂積弁護士事務所」

・協力税理士機関は「広瀬徹税理士事務所」

・協力社会保険労務機関は、「加藤労務コンサルタンツ」

・その他様々な職種の方が、入居者様の生活困難に対応しています。


