社会福祉法人 清栄会

社会福祉法人 清栄会

基本理念
高齢者に生きがいの持てる幸福で心安らかな生活を提供すること

運営方針
１．
２．
３．
４．
５．

利用者の意向を尊重し、自立した生活が営めるように支援すること
利用者の身体的、精神的、財産的安全の確保に努めること
常に専門的技術の習得に努め、創意工夫し福祉の先駆者を目指すこと
高い公共性・倫理性を旨とし、事業経営の透明性を確保すること
開かれた施設として地域における福祉活動の拠点となること

介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム 清里荘
TEL 027-254-1513
介護保険事業所番号 1070100936 号

利用者の皆様が安心して暮らせるような心温まる安らぎの場を提供し、身体機能の維持回復
と自立した生活を目標に、「喜びと張り合いに満ちた生活」を送ることのできるよう援助いたしま
す。
入所のご案内
定員
ご利用になれる方
利用料
利用手続き
基本日課
6:30
7:30
7:45
10:00
10:20
12:00
14:00
15:00
17:30
18:00
21:00

多床室 70 名
要介護認定において、要介護度状態区分 1～5 に認定され、自宅で生
活することが困難となっている方
「重要事項説明書」に記載
介護保険証持参の上、直接お申し込み下さい

起床・洗面
歌・朝の体操
朝食・口腔ケア
おやつ
日別ケア・行事
昼食・口腔ケア
入浴（週 2 回）
おやつ
歌・全体リハ
夕食・口腔ケア
消灯

月間行事
行事食
余暇活動
音楽療法
誕生会 他

年間行事
4月
9月
10 月
12 月

お花見
敬老会
秋まつり
忘年会

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

ユニット 清里荘
TEL 027-254-1513
介護保険事業所番号 1090100387 号
入所のご案内
定員
ご利用になれる方
利用料
実施地域
利用手続き

個室 10 名
要介護認定において、要支援または要介護 1～5 に認定されている方
「重要事項説明書」に記載
前橋市
介護保険証持参の上、直接お申し込み下さい

行事等は「特別養護老人ホーム 清里荘（多床室）」を参照

短期入所生活介護（ショートステイ）
TEL 027-254-1513
介護保険事業所番号 1070100167 号
介護者の負担を軽減するために、清里荘に短期入所していただき、入浴・排泄・食事を始めと
する生活全般にわたる介助やお世話、機能訓練などを行います。
利用のご案内
定員
ご利用になれる方
営業時間
サービス内容

20 名
要介護認定において、要支援または要介護 1～5 に認定されている方
年中無休
入浴（一般浴・特殊浴） 食事 健康チェック 送迎 日常動作訓練
リハビリ 余暇活動 その他
利用料
「重要事項説明書」に記載
実施地域
前橋市・高崎市（旧群馬町）・榛東村・吉岡町・渋川市
利用手続き
お申し込みは担当の介護支援専門員（ケアマネージャー）を通じて
お願いします
＊基本日課、年間行事 等については、介護老人福祉施設と同様

訪問介護

きよさとホームヘルパーステーション
TEL 027-254-1400
介護保険事業所番号 1070100803 号
経験豊富なホームヘルパーがご家庭を訪問し、食事、入浴、排泄等の介助や日常生活の手助
けを行います。
主なサービス内容
① 身体介護…食事・排泄・衣類の着脱・入浴・身体の清拭・洗髪等
② 家事援助…調理・衣類の洗濯、補修・掃除、整理整頓・買い物 他
③ 身体介護・生活援助…身体介護と生活援助が引き続き実施
利用のご案内
ご利用になれる方
サービス内容
受付時間
営業日
サービス提供時間
利用料
実施地域

・ 要介護認定で要支援または要介護に認定された方
・ 前橋市生活支援型訪問家事援助事業ご利用の方
①身体介護 ②生活援助 ③身体介護+生活援助
月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 6 時
土曜日
午前 9 時～午後 1 時
月曜日～土曜日（12 月 30 日～1 月 3 日を除く）
月曜日～土曜日 午前 8 時～午後 6 時
祝日
午前 8 時～午後 6 時
「重要事項説明書」に記載
前橋市・高崎市（旧群馬町）・榛東村・吉岡町・渋川市

通所介護

きよさとデイサービスセンター
TEL 027-254-1515
介護保険事業所番号 1070100605 号

入浴や食事の提供等の日常生活上のお世話のほか、機能回復訓練や日常動作訓練のより心
身機能の維持・回復を図るとともに、家庭看護の負担軽減等を目的としています。

利用のご案内
定員
ご利用になれる方
営業時間
サービス内容
利用料
実施地域
日課
8:30
9:00
10:30
12:00
13:30
15:00
16:00

50 名
・ 要介護認定で要支援または要介護に認定された方
・ 前橋市生きがい事業
月曜日～土曜日（日曜日と 1/1～1/3 を除く）
午前 8 時 00 分～午後 6 時 00 分
入浴（一般浴・特殊浴） 食事 健康チェック
「重要事項説明書」に記載
前橋市・高崎市（旧群馬町）・榛東村・吉岡町

迎え
健康チェック・お茶
入浴・整容
昼食・うがい・休憩
リハビリ・レクリェーション
おやつ
送り
行事
誕生会（月例）
お花見（梅・桜）
納涼祭
敬老会
果物狩
忘年会 その他

居宅介護支援事業所

社会福祉法人清栄会 清里荘
TEL 027-254-1400
介護保険事業所番号 1070100167 号

介護保険を利用される方のために、申請のご相談からサービスのご案内、ケアプラン（介護サ
ービス計画）の作成等、利用者や家族の意見をお伺いしながら、在宅生活のご支援をさせてい
ただきます。
主な業務
①要介護認定の手続き代行
②ケアプランの作成
③サービス提供
④介護保険施設の紹介
④その他介護保険に関するご相談
利用者負担
ケアプランの作成等、在宅介護支援に関する
利用者の費用負担はありません。

地域包括支援ブランチ きよさと
TEL

027-254-1400

地域の方々の利便を考慮し、身近なところで相談を受け付け、地域包括支援センターにつなぐた
めの窓口（ブランチ）としての業務を行います。
主な業務
①地域内における相談業務
②地域包括支援ネットワーク構築への協力
③地域包括支援センターとの連携
④介護予防普及啓発事業の協力
利用者負担
利用者の費用負担はありません。

個人情報に関する基本方針
社会福祉法人清栄会（総社デイ・総社第二保育園を除く。以下、当施設とする。）は、
利用者等の個人情報を適切に取扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考
えます。
当施設が保有する利用者等の個人情報に関し、適正かつ適切な取扱いに努力するととも
に、利用者・ご家族をはじめとし、広く社会からの信頼を得るために、組織体制を整備し、
個人情報保護に関連する法令その他規範及び厚生労働省の『医療・介護関係事業者におけ
る個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』（以下、『ガイドライン』という。）を
遵守し、個人情報の適切な保護を図ることをここに宣言します。
※ 詳細については、各事業所の重要事項説明書を参照。

個人情報に関する利用目的
１． 事業者は、利用者からご提供いただいた利用者本人及び家族に関する個人情報を下
記の目的以外に利用致しません。
【入所者の個人情報の利用目的】
・ 利用者への介護サービス提供
・ 介護保険事務
・ 利用者のために行う管理運営業務
（入退所の管理、会計、事故報告、介護医療サービス）
・ 施設のために行う管理運営業務（介護サービスや業務の維持・改善のための基
礎資料の作成、学生などの自習への協力、職員の教育のために行う事例研究等）
【利用者の個人情報を第三者へ提供する場合】
・ 介護保険事務などの施設業務の一部を外部事業者へ業務委託を行う場合
・ 他の介護事業者との連携（サービス担当者会議等）、連絡調整が必要な場合
・ 利用者の受診にあたり、医師に介護記録やケアプランを提供する場合
・ 研修等の実習生やボランティアの受入れにおいて必要な場合
・ 損害賠償保険等の請求にかかる保険会社への相談または届出等
・ 施設広報誌・施設内等の写真の掲示
２． 利用者又は代理人が個人情報について、開示･訂正・更新・利用停止･削除・第三者
提供の停止等を申し入れることができます。
その場合は、事業者は、可能な限り利用者の希望に沿うようにします。

沿革
1969 年 3 月
1969 年 4 月
1990 年 7 月
1992 年 10 月

1993 年 10 月

2000 年 4 月
2003 年 8 月
2009 年 1 月
2014 年 4 月

法人認可
総社第 2 保育園設立認可（定員 60 名）で開園
特別養護老人ホーム清里荘認可、開設（定員 70 名）
前橋きよさとセンター開設（現きよさとデイサービスセンター）
前橋市在宅介護支援センターきよさと開設
（現地域包括支援ブランチきよさと）
きよさとヘルパーステーション開設
前橋市軽介護型デイサービスセンターひろせ開設
前橋市在宅介護支援センターひろせ開設
（現地域包括支援ブランチひろせ）
介護保険施行に伴い、関連する老人福祉施設は
介護保険事業者として指定を受ける
きよさとデイサービスセンター、清里荘多目的ホール落成
特別養護老人ホーム清里荘ユニット型個室（10 床）増床
ユニット型個室（10 床）が地域密着型介護老人福祉施設
「ユニット清里荘」となる

アクセス
〒370-3573
群馬県前橋市青梨子町 503 番地
特別養護老人ホーム 清里荘
ユニット清里荘
きよさとデイサービスセンター
きよさとホームヘルパーステーション
社会福祉法人 清栄会 清里荘
地域包括支援ブランチ きよさと
E-mail

FAX
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

027-254-1514
027-254-1513
027-254-1513
027-254-1515
027-254-1400
027-254-1400
027-254-1400

office@kiyosatosou.jp
JR 上越線 群馬総社駅から徒歩 20 分
車で 5 分
前橋駅より
日本中央バス
桃泉・上野田四つ角行き
青梨子町停留所下車
徒歩 5 分

その他
サービスに関するご利用・ご相談、お申し込みに関するお問い合わせ・施設見学等、随時お受け
しております。

