
１．概要 ○設置事前相談書の提出期限 令和２年８月１４日

○書類審査 令和２年８，９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 160 2 135 2 135

南西部 37 2 142 1 79 ※１、※２

東部 107 3 225 2 155 ※１

県央 104 3 196 1 62 ※１

川越比企 253 7 372 5 282 ※１

西部 430 6 416 5 306

利根 93 5 201 3 97 ※１、※２

北部 20 2 67 1 37 ※１、※２

秩父 50 0 0 0 0

合計 1,254 30 1,754 20 1,153

圏域
選定結果受付状況

受付可能数 備考

令和２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］）
設置事前相談書の審査結果について（更新）

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ２ 日

高齢者福祉課施設整備担当

令和２年５月１３日付け「令和２年度特別養護老人ホーム等施設の整備方針」に基づき、県所管分

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） 同一圏域内での同一事業者の計画の総選定数が均衡を失しないようにする。

※２ 選定の結果、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がある。

※３ 政令指定都市である さいたま圏域のさいたま市６６人分については、さいたま市において、
別途公募・審査の手続きが行われる。



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 株式会社ワイグッドケア ハートランド戸田公園 戸田市氷川町2-6591 サ高住 混合型 既設 35

2 株式会社パイン 蕨の郷 蕨市北町1丁目3467、3469、3470 有料 混合型 新設 100

3 南西部
HITOWAケアサービス株式会
社

（仮称）イリーゼ新座市役所前
新座市野火止1丁目606-9、-56、-57、-58、-
128

サ高住 混合型 新設 79

4 株式会社HCM （仮称）アミカの郷　草加 草加市清門一丁目276番1、277番1 サ高住 混合型 既設 63

5
株式会社川島コーポレーショ
ン

（仮称）有料老人ホーム　サ
ニーライフ春日部

春日部市粕壁東5丁目2230-1、2231-1、2232-
1

有料 混合型 新設 92

6 県央 株式会社さわやか倶楽部 （仮称）さわやか桶川館 桶川市加納堀切70番、71番1 サ高住 混合型 新設 62

7 株式会社学研ココファン ココファン坂戸 坂戸市山田町840－1の一部他 サ高住 混合型 新設 60

8
株式会社川島コーポレーショ
ン

（仮称）有料老人ホーム　サ
ニーライフ鶴ヶ島駅前

鶴ヶ島市大字上広谷字北精進71番1の一部、
72番3，73番6

有料 混合型 新設 81

9
メディカル・ケア・プランニング
株式会社

（仮称）ハーモニーライフ東松
山

東松山市箭弓町一丁目5439番他2筆 サ高住 混合型 新設 60

10 株式会社風翠 介護よろずや風の家 入間郡越生町上野東4－10－1 サ高住 混合型 既設 24

11 株式会社デジタルヘルス 昭和の里　嵐山 比企郡嵐山町大字川島字市海道1577-1、2、6 有料 混合型 新設 57

12
HITOWAケアサービス株式会
社

（仮称）イリーゼ武蔵藤沢 入間市東藤沢3丁目69番-16，69番-1の一部 サ高住 混合型 新設 72

13 株式会社木下の介護 リアンレーヴ新所沢 所沢市緑町二丁目11番2，11番15 有料 混合型 新設 90

14
HITOWAケアサービス株式会
社

（仮称）イリーゼ新所沢 所沢市大字下富字駿河台522番 サ高住 混合型 新設 68

15 医療法人弘心会 緑の森　ボワ・ヴェールひだか 日高市大字上鹿山235番1 サ高住 混合型 既設 30

16 山手介護株式会社
介護付き有料老人ホーム　四
季の郷　飯能

飯能市大字飯能字一盃山548番、554番2、549
番、542番5

サ高住 混合型 新設 46

17 株式会社関東サンガ (仮称)くき翔裕館２号館 久喜市大字青毛4丁目5-7他 有料 混合型 新設 45

18 有限会社さつきケアサービス さつきホーム 行田市荒木2131番地3 有料 混合型
新設・
既設 18

19 一般社団法人令和会 グリーンプラザみやしろ
南埼玉郡宮代町笠原1丁目911-1、911-4、
912-7、912-8

サ高住 混合型 既設 34

20 北部 株式会社アリス アーク本庄 本庄市北堀字新田原1797－1，1798，1799－1 サ高住 混合型 新設 37

※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

※施設名称および設置予定地については、事前相談書に記載の表記によります。

※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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川越比企

南部

令和２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

（別紙）

東部


