
１．概要 ○設置事前相談書の提出期限 令和３年７月１６日

○書類審査 令和３年７，８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 50 3 137 1 41 ※１

南西部 51 7 289 1 30 ※１、※２

東部 50 4 137 2 65 ※１

県央 250 5 218 4 182 ※１

川越比企 44 4 197 1 64 ※１、※２

西部 381 7 396 5 304 ※１

利根 197 4 162 3 102 ※１

北部 30 2 86 1 30 ※１

秩父 0 0 0 0 0

合計 1,053 36 1,622 18 818

※１　　次により優先順位を決定し選定します。
　　　なお、選定にあたっては、設置計画が「埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針」など対象施設の
　　　関係基準等に適合したものであることを前提とします。
　　　　ア　市町村からの設置に係る意見が整備に「支障なし」となっている計画を最優先とします。
　　　　※「市町村からの設置に係る意見」とは、事前相談書受付後、県から該当市町村に文書照会する
　　　　　　ものです。
　　　　イ　圏域内において介護保険施設等の整備率が低い市町村における事業者の計画等を優先しま
　　　　　す。この場合、地域の実情も踏まえ判断します。
　　　　ウ　イにおいて競合した場合は、直近３期分の決算状況、介護職員等の育成状況、直近３か年の
　　　　　監査の状況等を勘案し優先順位を決定します。
　　　　　　なお、同一圏域内で同一事業者の総採択数が均衡を失しないようにします。

　　　各計画については、市町村の意見を踏まえた総合的な判断により、協議予定数に残余がある場合
　　　であっても、選定されない場合があります。
　
※２　　和光市（南西部圏域）、川越市（川越比企圏域）については、各市において、別途公募・審査の
　　　手続きが行われる。

※３　　政令指定都市である さいたま圏域のさいたま市４００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
選定結果受付状況

受付可能数 備考

令和３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

令 和３年 ９月 ３ 日

高齢者福祉課施設整備担当

令和３年５月１７日付け「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、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。



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 南部 株式会社ファーストナース あやめの郷　戸田 戸田市上戸田4丁目15－10 有料 混合型 新設 41

2 南西部 株式会社ウェルオフ西部 エクラシア三芳 入間郡三芳町藤久保636－15 サ高住 混合型 既設 30

3 東部 株式会社ウェルオフ エクラシア春日部 春日部市南5－1－52 サ高住 混合型 既設 30

4 東部 株式会社レイクス２１
プラチナ・シニアホーム武
里駅前

春日部市大場字裏1051番1、7、8(地番) サ高住 混合型 新設 35

5 県央 株式会社ウェルオフ エクラシア桶川 桶川市坂田西3－1－2 サ高住 混合型 既設 37

6 県央 株式会社ウェルオフ エクラシア北本 北本市下石戸1－750 サ高住 混合型 既設 32

7 県央 株式会社ウェルオフ東部 エクラシア上尾西 上尾市壱丁目36－3 サ高住 混合型 既設 40

8 県央 株式会社学研ココファン ココファン鴻巣 鴻巣市本町5丁目2740番1の1 サ高住 混合型 既設 73

9 川越比企
メディカル・ケア・プランニン
グ株式会社

ハーモニーライフ坂戸（仮
称）

坂戸市関間一丁目140－5、142－14、142
－16、142－18

サ高住 混合型 新設 64

10 西部 株式会社ベストライフ埼玉
（仮称）ベストライフ武蔵藤
沢

入間市東町6丁目6番1、同番2 有料 混合型 新設 68

11 西部 株式会社ウェルオフ エクラシア狭山 狭山市富士見1－26－12 サ高住 混合型 既設 30

12 西部 株式会社ウェルオフ西部 エクラシア狭山入曽 狭山市北入曽936－1 サ高住 混合型 既設 50

13 西部 株式会社木下の介護 リアンレーヴ新狭山
狭山市大字東三ツ木字南台180－2、180
－48

有料 混合型 新設 90

14 西部
HITOWAケアサービス株式
会社

（仮称）イリーゼ狭山・別邸
狭山市大字南入曽西ノ前原877番－1、
878番－1、879番－1、879番－6、882番－
1、883番、884番－1

サ高住 混合型 新設 66

15 利根 株式会社アクティ群馬 あすなろ南栗橋 久喜市南栗橋八丁目1番6 有料 混合型 新設 60

16 利根 株式会社アーク
介護付き有料老人ホーム
アーク行田

行田市持田一丁目2893、2897、2898－1 有料 混合型 新設 41

17 利根 株式会社サンガジャパン （仮称）くき翔裕館Ⅱ号館 久喜市大字青毛4丁目5-7他 有料 混合型 既設 1

18 北部 医療法人桂水会 ケアハウスシナモン
本庄市北堀字北裏701-1、本庄市北堀字
北裏704-2

ケアハウ
ス

混合型 新設 30

※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

※施設名称及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。

令和３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）


