
令和４年３月１５日

１　概要

○設立計画書等の提出期限 令和３年８月１３日

○福祉事務所等審査委員会 令和３年９月～１０月

○本庁審査委員会（第２回） 令和３年１２月２４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

南部 戸田市 改修増床・転換 広域型 1 8 1 8

南西部 富士見市 創設 広域型 1 100 1 100

八潮市 創設 広域型 2 210 1 110

春日部市 創設 広域型 1 144 0 0

草加市 改修増床 広域型 1 12 1 12

三郷市 増床 広域型 1 35 1 35

桶川市 創設 広域型 2 200 1 100

鴻巣市 創設 広域型 1 100 0 0

創設 広域型 1 138 0 0

増床 広域型 2 138 2 138

坂戸市 改修増床 広域型 1 10 1 10

坂戸市 創設 地域密着型 1 29 1 29

所沢市 創設 広域型 1 100 1 100

入間市 創設 広域型 2 200 1 100

加須市 創設 広域型 2 180 1 80

加須市 創設 地域密着型 1 20 1 20

北部 熊谷市 増床 広域型 1 30 1 30

創設 広域型 13 1,372 6 590

創設 地域密着型 2 49 2 49
改修増床・転換 広域型 1 8 1 8

増床 広域型 4 203 4 203

改修増床 広域型 2 22 2 22

転換 広域型 0 0 0 0

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

4 200 4 200

5 296 5 296

令和３年度 老人福祉施設設立計画書の審査結果について
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　令和３年５月１７日付け高齢者福祉課通知「令和３年度特別養護老人ホーム等施設の整備方
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。
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３　審査で適当と認められた計画一覧

①整備予定数に基づく審査

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 南部 （福）畏敬会 レーベンホーム戸田 戸田市中町１－２９－５ 特養（100） 改修増床・転換

2 南西部 （福）美咲会 （仮称）上沢みずほ苑 富士見市上沢１－５３－１他 特養（100） 創設

（仮福）信英会 （仮）やしおの郷 八潮市大字八條字白鳥１２２１他 特養（110） 創設

（福）草加会 草加園 草加市苗塚町２００番地２ 特養（92） 改修増床

（福）小鳩会 小鳩園 三郷市中央４－８－４他 特養（90） 改築増床

（福）輝陽樹会 （仮称）ベテラン館ヴィラ桶川 桶川市大字加納字天神８１８－１他 特養（100） 創設

（福）竹柿会 上尾ほほえみの杜 上尾市畔吉１３４１－１ 特養（172） 増床

（福）真栄会 椋の木 上尾市大字平塚字下３３７他 特養（132） 増床

（福）健寿会 （仮称）健寿園新館 所沢市北中２－３０１－２の一部 特養（100） 創設

（福）入間福祉会 （仮称）おおぎの杜 入間市東町４丁目８３－１他 特養（100） 創設

6 利根 （仮福）博雅会 （仮称）特養騎西 加須市日出安１２６８番他 特養（80） 創設

7 北部 （福）熊谷福祉会 はなぶさ苑 熊谷市玉井３４６－１他 特養（80） 増床

②整備予定数に基づく審査（地域密着型）

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 川越比企
（福）プラモウト・サーク
ルクラブ

（仮）かたやなぎ館 坂戸市片柳１４３１－１の一部 特養（29） 創設

2 利根 (仮）（福）博雅会 （仮称）特養騎西 加須市日出安１２６８番他 特養（20） 創設

②その他の補助事業にかかる審査

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 東部 (福)小鳩会 小鳩園 三郷市中央４－８－４他 特養（55） 改築

北部 （福）美里会 美里敬愛ホーム 美里町小茂田７４９ 特養（45） 改築

北部 （福）熊谷福祉会 はなぶさ苑 熊谷市玉井３４６－１他 特養（50） 改築

3 秩父 （福）秩父正峰会 （仮）荒川園 秩父市和泉町１６番地他 特養（50） 改築

4 県央 （福）藤寿会 しののめ 上尾市平塚２１４１番 特養（86） 大規模修繕

（福）とちの実会 虹の郷 熊谷市野原４６１－３ 特養（50） 大規模修繕

（福）熊谷東雲会 玉の緒 熊谷市大塚１７９－２ 特養（80） 大規模修繕

（福）神流福祉会 いろりの友 神川町八日市７３９－２ 特養（50） 大規模修繕

（福）彩の郷福祉会 たちばな 上里町大御堂８０６－１ 特養（30） 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。
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