
サービス付き高齢者向け住宅

国見幸迎館

ご案内資料



・建物概要
種 別 サービス付き高齢者向け住宅

住 所 〒989-3201 仙台市青葉区国見ケ丘5丁目43-1

総戸数 95室99床

91室(1人居室タイプ・1階:21室・2階：35室・3階：35室）

4室(2人居室タイプ・2階：2室・3階：2室）

構 造 鉄骨造 地上3階建

敷地面積 7,813㎡

居室面積 1人居室タイプ18.41㎡(約6畳）、2人居室タイプ37.40㎡(約11.5畳）

居室設備 ユニットバス(ｼｬﾜｰ付き）、トイレ(ｳｫｼｭﾚｯﾄ付き）、洗面台、クローゼット、

エアコン、照明器具、地デジ、ナースコールスプリンクラー等全室完備、

TV、冷蔵庫、ベット等一部完備

共用設備 食堂、リビング、ミニキッチン、ラウンジ、屋外テラス、テラス、中庭、

娯楽室、カラオケ、麻雀、カルチャー、洗濯室、浴室、理・美容・歯科

コーナー、エレベーター、駐車場(40台・入居様用)、来客用5台(無料)

車いす用駐車場2台。

完成年月 平成28年3月 2



法人概要

・運営会社

医療法人社団 泉翔会（せんしょうかい）

・創立

平成14年12月

・理事長

池内廣重(いけうち ひろしげ）

・事業内容

高齢者の介護・福祉事業、介護老人保健施設の運営
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法人概要

・事業理念

・4つの「あ」を理念として掲げ、高齢者福祉サービスをご提供いた
します。

「安心」した生活を送ることができる環境をご提供します。

「安全」な医療(看護)をご提供します。

「あたたかい」介護をご提供します。

「あかるい」楽しい、その方らしい生活(人生）を送ることがで

きるよう支援します。

・介護サービス提供

介護老人保健施設泉翔の里(青葉区折立)

介護老人保健施設藤の里(栗原市瀬峰）

居宅支援事業所(ケアマネジャー）、通所サービス(デイケア）
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法人概要

・介護サービス提供

介護老人保健施設藤の里（ふじのさと）

〒989-4511 栗原市瀬峰新田沢12-1

平成16年4月開所 入所(100名定員）全室個室

併設事業所・居宅支援事業所(ケアマネジャー）

通所サービス(デイケア）

ふじのさと保育園(施設内）

※平成20年3月25日、村井宮城県知事より優良事業所として

「子育てにやさしい企業賞」を授与されました。
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http://www.pref.miyagi.jp/kosodate/01kosodate/%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E5%88%B6%E5%BA%A6/19hyosho.htm


法人概要

・介護サービス提供

介護老人保健施設泉翔の里（せんしょうのさと）

〒982-0261 仙台市青葉区折立4-1-15

平成21年4月開所 入所(100名定員）全室個室

併設事業所・居宅支援事業所(ケアマネジャー）

通所サービス(デイケア）
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•高齢者にふさわしい住宅

•バリアフリー構造

•一定の面積、設備

高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる賃
貸等の住まいです。

•安心できる見守りサービス

•安否確認サービス

•生活相談サービス

サービス付き高齢者向け住宅とは
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サービス付き高齢者向け住宅とは

●登録基準

住 宅 ： 居間、食堂、キッチンその他の部分について

共同利用に十分な面積を有する場合は18㎡以上でも可

各専用部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、

浴室を備えたもので、バリアフリー構造である事。

サービス ： 安否確認サービス・生活相談サービスを必ず提供

契 約 ： 高齢者の居住の安定が図られた契約である事

前払い等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
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サ高住と他の介護施設の違い

根拠法 契約形態 機能
あなたら
しい
生活度

介護力 利用料金
入居
一時金

サービス付き
高齢者向け住宅

高齢者
住まい法

賃貸借方式 居住型 ◎ ○ 15～20万 無し

有料老人ホーム 老人福祉法 利用権方式 居住型 ○ ◎ 20万～ 徴収

特別養護老人
ホーム

老人福祉法
介護保険法

利用権方式 終身型 △ ◎ ～20万 無し

介護老人保健
施設

介護保険法 利用権方式 在宅復帰型 △ ◎ ～20万 無し
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つまり、サービス付き高齢者向け住宅とは？

低

低

国見幸迎館
ご自宅

有料老人ホーム

高

高

あなたらしい生活

介護力

特養

・今までの様な生活を送るために
必要になってきた部分を補い。

・これからの生活を送る中で
不安・心配に思える部分。

・必要な分だけ介護サービスを
受けられる建物

ご高齢の一人暮らし、ご夫婦でも
安心して生活出来る。

あなたらしい生活が出来る環境
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ご入居様に安心を届ける生活サポート

サービス付き高齢者向け住宅
国見幸迎館

給食会社(委託）
（日清医療食品）

食事提供

24時間
スタッフ常駐 協力医療機関

東西クリニック
車5分

安心の生活環境
大型スーパー、銀行等
無料送迎バスも運行

交通機関
バス停まで徒歩3分
最寄駅までバス1本

ホームヘルパー
入居様の必要に

応じて提供致します。

ケアマネジャー常駐
ケアプランを
作成します。

看護師常駐
日々の健康チェック
相談を行います
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国見幸迎館のテーマ

◇今の暮らしをそのままに

⇒自由に、あなたらしい生活が出来る

住まいを提供いたします。

※本当に必要な事を必要な分だけサポート
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国見幸迎館の特徴

◇ご自身の思いのままの時間を過ごせる

⇒一人部屋はもちろん、二人部屋、駐車場もございます。

また、カラオケ、マージャン、カルチャールームなどの

娯楽室も充実しております。

一人でもよし、二人部屋に夫婦、親子、兄弟、気の合う

友人と一緒でもよし。知っている人との暮らす安心感。

※人と人とのつながりを大切にします。
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充実した娯楽設備等

食堂・ラウンジ・シアター

カラオケルーム

マージャンルーム14



国見幸迎館の特徴

◇開放的な居住空間

⇒採光・通風に優れた居住スペース

⇒明るく・開放的に過ごせるオープンテラス・中庭

⇒優雅な空間が建物全体に広がる吹き抜け

オープンテラス、ラウンジなどの交流スペースは、お友

達、ご家族、住人の皆様の交流の場として広がります。

※地域コミュニティーの形成の場としても活用出来ます。
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開放的な空間

中庭

建物・南側
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正面
玄関



居室・備付設備等

ユニットバス 17 トイレ

居室・一人部屋

クローゼット・チェスト



居室(一人部屋・二人部屋)

居室・一人部屋

18

居室・二人部屋



国見幸迎館の特徴

◇高台ならではの眺望をひとり占め

⇒泉ヶ岳、太平洋、太白山などの四季折々の眺望をひと

り占め、市内の夜景や街中を一望できるところは魅力的

※朝日をあびて目が覚め、日中は敷地内外での散策や室

内などでゆったりと過ごし、夕方には夕日を眺めて過ご

したりと・・・

お１人お１人の健康的な生活のリズムが出来上がります。
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眺望(初日の出)

20 ※平成28年1月1日 現地より東方向を撮影



眺望(仙台市内・市街地)

21 ※ 建物・北側方向を撮影



国見幸迎館の特徴

◇閑静な住宅街の静かな環境

⇒大型ショッピングセンター、病院などの生活機関、

銀行、郵便局などの金融機関も近隣にございます。

※無料送迎便も、週3回(月・水・金)運行中

生活の足に活用できます。
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サポートスタッフの体制について

• 24時間サポートスタッフが常駐しているので何かがあった時

でも安心。

• 相談員(ケアマネジャー）、介護士、看護師のスタッフが健康、

生活面をサポートしていきます。

（例えば）

・公的各種サービスの利用方法とか？

・日々の健康状態の確認・相談とか？

・日常生活の困りごとや、不安なこと、健康についてなどなど？

・常駐している、スタッフにいつでもお気軽に相談できます。
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お食事について

• 各階の食堂・リビングにて、「安心」・「安全」・「おいしい」
食事を毎日ご提供致します。

• 焼きたてのパンや出来立てのごはん、旬の食材を使っての日替わ
りメニューは食の楽しみを導きます。

• もちろん、いつものメニュー以外にも楽しめる食事も多数ご用
意しております。例）ラーメンなどの麺類、季節の行事食など

• また、ご希望により、栄養管理、刻み食、ミキサー食等の特別
食もご提供致します。
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毎日が楽しみになるお食事



・現在のかかりつけ医、かかりつけ病院の外来を継続して

ご利用が可能です。

・ご希望に応じ、協力医療機関の医師が、健康管理や必要

な薬の処方などを行うことも可能です。

・看護師が24時間、連絡を取れる体制をとっており、体調不

良時や緊急時の対応など、状況に応じてかかりつけ病院や

協力病院、又は救急にて専門の病院への搬送・ご家族への

連絡など行います。

医療健康管理について
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個別請求費用
・食事 58,320円（税込）

・居室電気代 メーター計測による、直接支払
いとなります。

・介護保険料1割から2割負担
※介護保険利用者のみ

入居費用（1人部屋）
•月額利用料189,720円～201,720円（税込）
内訳 ・家 賃 70,000円～80,000円（非課税）

・管理費 29,000円～31,000円（非課税）

・ライフワークサポート費 32,400円（ 税込 ）

・お食事代(1日3食×30日分） 58,320円（ 税込 ）

入居時
・敷金

家賃の2カ月分頂きます。

140,000円～160,000円
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個別請求費用
・食事 お1人様 58,320円（税込）

2名様分 116,640円（税込）
・居室電気代 メーター計測による、直接支払
いとなります。

・介護保険料1割から2割負担
※介護保険利用者のみ

入居費用（2人部屋）

入居時
・敷金

家賃の2カ月分頂きます。

280,000円～320,000円

•月額利用料343,240円～353,240円（税込）
内訳 ・家 賃 140,000～150,000円（非課税）

・管理費 38,000円（非課税）

・ライフワークサポート費 48,600円（ 税込 ）

・お食事代(1日3食×30日分） 116,640円（ 税込 ）
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入居費用の内訳について

・管理費：居室の水道料金、共用部分の維持管理費
（水光熱費、保守管理費等）

・ライフワークサポート費：24時間緊急時の対応、日々の
安否確認、生活相談及び健康チェック、郵便、
新聞などの各種取次ぎ、簡単な営繕作業、ゴミの
回収など合計13種類のサービスが含まれます。

※月の途中でのご入居・ご退去は日割りにて計算させて
頂きます。
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お食事代58,320円(税込)
内 訳

1日1,800円(税抜)（朝食500円、昼食600円、夕食700円）×30日

やむを得ず食事をキャンセルされる場合は、その日含めて2日前までに申し出てください。

キャンセル分は、食材費として朝200円、昼300円、夕300円を回数分差し引いての

ご請求となります。

ただし、厨房管理費として32,400円は委託費用のためご請求の対象となります。

お食事代について
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※上記以外にも、気になることがございましたら、お気軽に
ご相談下さい。

ご入居対象の方

・60歳以上の方
・今後のお住まいを考えている方
・子供たちに心配を掛けたくない方
・自由に、楽しく暮らして行きたい方

・・・・・・・・・等々
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※ご来館をお待ちしております！！



高齢者向け住宅での生活をお考えの皆様へ

・自宅と同じようにこれからも自分らしく、生活をおくりたい。

・子供たちに心配を掛けたくない。

・これからも自分の人生を、自由に、楽しく暮らして行きたい。

♦国見幸迎館は

・1人部屋、2人部屋があり、全室にお風呂とシャワー、トイレ等の
住環境が全て整っております。

・明るい雰囲気、開放的な空間、娯楽設備等も整っており、どなた様
でも、楽しく生活できる場所が『幸迎館』です。

♦介護についてのお悩みや分からない事がありましたら、お気軽に
ご相談下さい。（ご相談窓口：相沢・久本）



お持込み頂く物について
各居室には、お風呂・トイレ・洗面台・エアコン・クローゼット

照明器具が備え付けとなっております。

カーテンは、３種類の防炎タイプのカーテンからお選び頂けます。

それ以外は、ご自由に使い慣れたものをお持ち込み下さい。

（家電・電化製品等）

ベット、寝具、テレビ、冷蔵庫、掃除機、机、椅子、

電話機（ＮＴＴの工事別途必要）、お仏壇等

（衣類・タオル類）

外出着・パジャマ・下着・タオル・バスタオル等

（日用品・他）

洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉・入歯洗浄剤）、ティッシュ等、

ご使用中の杖、車いす、おむつなど

装飾品（時計・写真・絵・花など）



ご入居までの流れ

入居ご相談

入居申し込み

入居重要事項説明・ご契約

入居日の日程調整

ご入居（平成28年4月1日より開始）



ご相談窓口

サービス付き高齢者向け住宅

国見幸迎館(くにみこうげいかん）

022-725-5315
〒989-3201

仙台市青葉区国見ヶ丘5丁目43番1号

受付時間 9：00～18：00

TEL

（担当 相沢
あいざわ

・久本
ひさもと

） 


