
１．概要 ○設立計画書等の提出期限 平成27年7月31日

○県福祉事務所等審査委員会 平成27年８月～９月

○本庁審査会 第１回 平成27年11月10日

第２回 平成27年12月25日

２．受付状況および審査結果

①整備予定数に基づく審査

施設数 定員数 施設数 定員数

川口市 創設 広域型 2 260 1 160

川口市 増床 広域型 1 1 1 1

新座市 創設 広域型 1 100 0 0

新座市 転換 広域型 1 6 1 6

三芳町 増床 広域型 1 50 1 50

春日部市 創設 広域型 2 200 1 100

草加市 創設 広域型 1 100 0 0

八潮市 創設 広域型 1 120 1 120

北本市 創設 広域型 1 100 0 0

桶川市 創設 広域型 2 200 1 100

上尾市 創設 広域型 3 290 2 190

上尾市 増床 広域型 1 30 1 30

坂戸市 創設 広域型 3 300 2 200

嵐山町 転換 広域型 1 8 1 8

所沢市 創設 広域型 1 80 1 80

狭山市 創設 広域型 3 300 2 200

入間市 創設 広域型 2 200 1 100

入間市 増床 広域型 1 10 1 10

入間市 転換 広域型 1 12 1 12

飯能市 増床 広域型 1 32 1 32
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西部
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平成２７年度 老人福祉施設設立計画書の審査結果について
【特別養護老人ホーム分】

　平成２７年４月２３日付け高齢者福祉課通知「平成２７年度における施設の整備方針」に基づき社会
福祉法人設立認可等協議書及び老人福祉施設設立計画書の審査を行ったところ、下記の結果となり
ました。

圏域 市町村 整備区分
審査結果受付状況

施設区分

南部

南西部

平成２８年１月１２日

県央

川越比企



施設数 定員数 施設数 定員数

加須市 創設 広域型 3 300 1 100

羽生市 創設 広域型 2 200 1 100

久喜市 創設 広域型 7 840 1 120

蓮田市 創設 広域型 1 100 0 0

白岡市 転換 広域型 1 7 1 7

宮代町 創設 広域型 1 100 1 100

杉戸町 創設 広域型 2 200 0 0

熊谷市 創設 広域型 1 100 1 100

本庄市 創設 広域型 1 100 0 0

深谷市 創設 広域型 1 74 0 0

上里町 転換 広域型 1 10 1 10

秩父市 創設 広域型 1 60 1 60

秩父市 増床 広域型 1 20 1 20

秩父市 転換 広域型 1 20 1 20

創設 広域型 42 4,324 18 1,830

増床 広域型 6 143 6 143

転換 広域型 6 63 6 63

②その他の補助事業にかかる審査

施設数 定員数 施設数 定員数

2 120 2 120

3 132 3 132

合計

改築

利根

秩父

北部

圏域

　※審査で適当と認められた個別の計画は別紙のとおりです。

整備区分

大規模修繕

　※審査で適当と認められた計画であっても、補助金事業として必ず採択されるものではありません。

受付状況 審査結果

市町村 整備区分 施設区分
受付状況 審査結果



別紙１

①創設・増床等

圏域 設置主体 施設名称 施設整備地 施設種別（定員） 整備区分

1 (福)あすか福祉会 (仮) 孝の季苑 川口市大字青木５丁目５０２番６他５筆 特養（１６０）、ショート（２０） 創設

2 (福桐和会 道合さくらの杜 川口市大字道合字久保前１３１８番１ 特養（１） 増床

3 (福)晴智会 晴和苑 新座市東三丁目７番２６号 特養（６） 転換

4 (福)蓬莱会 こころ三芳 入間郡三芳町大字北永井９４６－１ 特養（５０） 増床

5 (福)ウエルガーデン （仮）ウエルガーデン春日部 春日部市内牧３７０１－８ 特養（１００） 創設

6 (福)きらめき会 （仮）八潮いこいの里 八潮市大字伊勢野５８２　他 特養（１２０） 創設

7 (福)愛心会 （仮）桶川川田谷園 桶川市大字川田谷字本沢６２３７番１　他 特養（１００） 創設

8 （福）永寿荘 （仮）八枝の森 上尾市大字平方４９８　外 特養（９０）、ショート（１０） 創設

9 （仮）（福）藤和会 （仮）四季の郷 上尾市大字中新井字北原３３３－２ 特養（１００） 創設

10 (福)積善会 葺きの里 上尾市大字瓦葺２１４３番２ 特養（３０） 増床

11 （福）プラモウト・サークルクラブ （仮）小沼サークルホーム 坂戸市大字小沼字新井４９２番１、４９０番１、４８７番１ 特養（１００） 創設

12 （仮）（福）久壽会 （仮）好日の家 坂戸市大字浅羽字宿表１１３０番地１外７筆 特養（１００） 創設

13 （福）晃樹会 らんざん苑 比企郡嵐山町大字越畑字三反町１３７１－１ 特養（８） 転換

14 （福）栄光会 （仮）なみきロイヤルの園 所沢市北原町１３７５番２、１３７７番、１３７８番の一部 特養（８０）、ショート（２０） 創設

15 （仮）（福）栄寿会 （仮）寿老人 狭山市大字北入曽字南入間野１５０４番１他 特養（１００） 創設

16 （仮）（福）狭山湖聖会 （仮）セントロード狭山 狭山市大字上広瀬字霞ヶ丘939番１他 特養（１００） 創設

17 （福）永仁会 入間老人ホーム 入間市大字小谷田１６５６番地１、１６５６番地２ 特養（１０）、ショート（２） 増床

18 （福）青芳会 （仮）鍵山苑 入間市鍵山三丁目９００番１の一部、９３８番地１ 特養（１００）、ショート（１０） 創設

19 （福）杏樹会 杏樹苑 入間市大字上藤沢８５１番地１ 特養（１２） 転換

20 （福）名栗園 あしかり園 飯能市大字芦苅場８０６－１ 特養（３２） 増床

21 (福)昭仁会 （仮）別邸　暁 加須市琴寄後川ノ二２７０番３　外 特養（１００） 創設

22 (福)共愛会 （仮）木犀館 羽生市大字下川崎字今上１４２８　外 特養（１００）、ショート（２０） 創設

23 (福)元気村 （仮）菖蒲翔裕園 久喜市菖蒲町菖蒲字寺田５２０５番　他 特養（１２０）、デイ（２０） 創設

24 (福)白岡白寿会 いなほの里 白岡市千駄野６３３－１ 特養（７） 転換

25 (仮)(福)まごころ会 （仮）ひだまりの郷 南埼玉郡宮代町字姫宮１６５番１ 特養（１００） 創設

26 （福）梅田福祉会 （仮）熊谷めぬまの郷 熊谷市飯塚１３９４－１外６筆 特養（１００） 創設

27 （福）明正会 青空 児玉郡上里町金久保７７７ 特養（１０） 転換

28 （仮）（福）ちちぶ慈洋福祉会 （仮）愛宕の杜 秩父市大野原字宿西７８６番地 特養（６０） 創設

29 （福）秩父正峰会 杏子苑 秩父市寺尾３９００番地 特養（２０） 増床

30 （福）秩父正峰会 杏子苑 秩父市寺尾３９００番地 特養（２０） 転換

②その他の補助事業に係る審査

圏域 設置主体 施設名称 施設整備地 施設種別（補助対象定員） 整備区分

1 (福)永仁会 入間老人ホーム 入間市大字小谷田１６５６番地１、１６５６番地２ 特養（８０） 改築

2 (福)名栗園 あしかり園 飯能市大字芦苅場８０６－１ 特養（４０） 改築

3 (福)宏仁会 さくらぎ苑 比企郡小川町大字飯田１１７ 特養（５０） 大規模修繕

4
(福)武蔵野ユートピアダイ
アナクラブ

武蔵野ユートピアダイアナクラ
ブ

比企郡嵐山町古里６９６番地１ 特養（３２） 大規模修繕

5 西部 (福)武州清寿会 吾野園 飯能市大字南川２０９１番地 特養（５０） 大規模修繕

※審査で適当と認められた計画であっても、補助金事業として必ず採択されるものではありません。

川越比企

西部

南西部

県央

西部

北部

秩父

利根

　　　　　　　　　  ショート…併設老人短期入所（ショートステイ）、デイ…通所介護（デイサービス）

平成２７年度　老人福祉施設設立計画書 審査結果一覧　【特別養護老人ホーム分】

南部

東部

川越比企

※略称注釈　　特養…広域型特別養護老人ホーム、　地域密着特養…地域密着型特別養護老人ホーム、


