
１．概要 ○設置事前相談書の提出期限 平成３０年９月７日

○書類審査 平成３０年９月

２．受付状況および選定結果

施設数 定員数 施設数 定員数

南部 138 - - - -

南西部 37 2 110 1 50 ※１、※２

東部 179 4 204 4 204 ※１、※２

県央 138 3 209 2 138 ※１

川越比企 101 4 250 2 116 ※１、※２

西部 429 9 638 7 514 ※１、※２

利根 103 5 241 3 145 ※１、※２

北部 40 3 100 2 70 ※１、※２

秩父 25 1 26 1 26 ※２

合計 1,190 31 1,778 22 1,263

圏域
選定結果受付状況

受付可能数 備考

平成３０年度 介護付有料老人ホーム等（特定施設入居者生活介護［混合型］）の
設置事前相談書の審査結果について

平   成   ３０   年   １０  月  １８ 日 

高齢者福祉課施設整備担当 

 平成３０年７月３１日付け「平成３０年度における特定施設入居者生活介護対象施設の整備方針」

に基づき特定施設入居者生活介護（混合型）設置事前相談書の審査を行ったところ、次の結果とな

りました。 
 なお、選定された個別の計画は別紙のとおりです。 

※１  受付可能数を超えた応募があったため、次により選定した。 
   （１） 市町村からの設置に係る意見が整備に「支障なし」、かつ、各施設等の設置関係基準 
      （埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針を含む）に適合している計画 
       なお、「支障なし」の計画が圏域内にない場合、または「支障なし」の計画を選定後も 
      受付可能数に到達しない場合は、「支障あり」の計画を選定する場合もある。 
   （２） 介護保険施設等の整備率が低い市町村における計画 
   （３） 直近３期分の決算状況及び介護職員等の育成状況等を勘案し決定 
 
※２  優先順位により圏域の受付可能数に達するまで選定することとするが、最後の１施設を 
   選定することで受付可能数を超えることとなる場合は、圏域ごとに１施設に限り受付可能数 
   の超過分を認めた。そのため、受付可能定員数を超えて選定した。 



圏域 設置者 施設名称 設置予定地 施設類型 特定種類
新設

・
既設

定員

1 南西部 (株)アクティ あすなろ新座
新座市野火止8丁目477の一部、478番1、478
番2

有料 混合型 新設 50

2 (株)木下の介護 リアンレーヴ春日部豊春
春日部市南中曽根字沖田440番、441番、442
番1、443番

有料 混合型 新設 50

3 (株)はれコーポレーション あいらの杜　草加西
草加市原町1丁目1111番1、1112番、1114番の
一部

有料 混合型 新設 70

4 (株)川島コーポレーション
（仮称）有料老人ホーム
サニーライフ八潮

八潮市大瀬1591他（23街区8、9、11画地） 有料 混合型 新設 82

5 ミモザ(株) ミモザ三郷鷹野 三郷市鷹野1丁目420番 有料 混合型 既設 2

6 ミモザ(株) （仮称）ミモザ上尾 上尾市大字小泉5丁目29番6、29番7 有料 混合型 既設 58

7 (株)日本ヒューマンサポート
介護付有料老人ホーム
ヒューマンサポート桶川

桶川市大字坂田字細谷1588番1、13 有料 混合型 新設 80

8 (株)学研ココファン ココファン高坂 東松山市大字宮鼻1018-1 サ高住 混合型 既設 68

9 (株)ネクスト
サービス付き高齢者向け住宅
エルバ越生

越生町大字鹿下字宿623番1 サ高住 混合型 新設 48

10 ライジングサン(株) （仮称）花りぼん所沢下富 所沢市下富1133番3 有料 混合型 新設 60

11 (株)川島コーポレーション
（仮称）有料老人ホーム
サニーライフ所沢

所沢市大字久米1319番1、1322番1、1323、
1324番1、1325番1、1326番1、1327番1、1328
番1、1330番5

有料 混合型 新設 65

12 メディカル・ケア・プランニング(株) （仮）ハーモニーライフ飯能 飯能市大字双柳1217番1 サ高住 混合型 新設 60

13 狭山不動産(株) ブリエライフ狭山Ⅱ 狭山市祇園446番、447番（換地処分後の地番） サ高住 混合型 新設 52

14 HITOWAケアサービス(株) イリーゼ狭山・富士見 狭山市入間川字イ3155番1 サ高住 混合型 新設 62

15 医療法人社団　白報会 入間東幸楽園 入間市扇町屋1丁目577番1、572番3 有料 混合型 新設 95

16 社会福祉法人　愛心会 （仮称）ケアハウス入間倶楽部 入間市高倉5丁目461番1、444番1、444番5 ケアハウス 混合型 新設 120

17 (有)フクシ ウィステリア 加須市花崎北1丁目14番地2、3 サ高住 混合型 新設 35

18 (株)三英堂商事 家族の家ひまわり幸手 幸手市大字上髙野字本村前908番1、909番1 サ高住 混合型 既設 55

19 (株)さわやか倶楽部 （仮称）さわやか白岡館
白岡市小久喜字中村948番1、白岡市小久喜字
神辺901番13

サ高住 混合型 新設 55

20 (株)アクティ群馬 あすなろ本庄
本庄市北堀字下田442番1、441番3、445番3、
500番73

有料 混合型 新設 40

21 社会福祉法人　栄寿会 ケアハウスあきやま苑 寄居町大字寄居字中道141番1、147番1 ケアハウス 混合型 新設 30

22 秩父 なの花ケアホーム(株) 皆野フォレスト（仮称） 皆野町大字皆野1586-2、1584-1、1587-2 サ高住 混合型 新設 26

※略称注釈 有料…有料老人ホーム

　 サ高住…サービス付き高齢者向け住宅

※選定（採択）された施設について、特定施設入居者生活介護事業所の指定が受けられることを確約するものではありません。

　 また、関係法令・各種基準に適合しない場合（建築基準法や開発の許可等を含む）は、設置を認めないこととなります。
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平成３０年度 介護付有料老人ホーム等（特定施設入居者生活介護［混合型］）設置事前相談書
選定計画一覧
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