
洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設 
■老人福祉施設等                      令和 3 年 11 月 1 日時点 

区分 
【避難確保計画届出部署】 

名称 設置主体 

特別養護老人ホーム 
【介護保険課】 
 

特別養護老人ホーム 
すみれの里・川越 

社会福祉法人相愛福祉会 

特別養護老人ホーム  
ぽぷらの樹 

社会福祉法人誠豊会 

特別養護老人ホーム  
アイリス 

社会福祉法人福都二十一 

社会福祉法人芳清会特別養護

老人ホーム八瀬の里 
社会福祉法人芳清会 

介護老人福祉施設  
小江戸の庭 

社会福祉法人潤青会 

特別養護老人ホーム  
はつかりの里 

社会福祉法人相愛福祉会 

特別養護老人ホーム  
アイリス 弐番館 

社会福祉法人福都二十一 

特別養護老人ホーム  
ここしあ 

社会福祉法人四季の会 

特別養護老人ホーム  
やすらーじゅ瑞穂 

社会福祉法人さくら瑞穂会 

社会福祉法人博心会  特別養

護老人ホーム清風園川越 
社会福祉法人博心会 

軽費老人ホーム 
【高齢者いきがい課】 

花の人の家 社会福祉法人育美会 

有料老人ホーム 
【高齢者いきがい課】 

高齢者福祉施設 
すまいる小江戸 

シニアライフサポート株式会

社 

イリーゼ川越 
ＨＩＴＯＷＡケアサービス株

式会社 
医療法人健友会 
あっぷるリビング 

医療法人健友会 

アズハイム川越 株式会社アズパートナーズ 
ミモザ川越 ミモザ株式会社 
アシステッドリビング川越 株式会社ＺＥＮウェルネス 



アズハイム上福岡 株式会社アズパートナーズ 
きらめきの家 株式会社メディウェルズ 
サービス付き高齢者向け住宅

みずほ 
医療法人瑞穂会 

ミモザ川越やまぶき苑アンダ

ルシア 
ミモザ株式会社 

リアン川越 株式会社顧愛 
エクラシア川越木野目 株式会社ウェルオフ 
やさしい手シニアリビング 

やさしえ南古谷 
株式会社やさしい手 

ケアハウス 
【高齢者いきがい課】 

ケアハウス 主の園 
社会福祉法人  
キングス・ガーデン埼玉 

総合福祉センター 川越市総合福祉センター 川越市 

老人憩いの家 
【高齢者いきがい課】 

小ケ谷老人憩いの家 川越市 

高階北老人憩いの家 川越市 
老人デイサービスセン

ター 
【介護保険課】 

すみれの里・川越デイサービ

スセンター 
社会福祉法人相愛福祉会 

デイサービスセンター ぽぷ

らの樹 
社会福祉法人誠豊会 

すばるデイサービスセンター

岸町 
有限会社エイエム企画 

南古谷ケアセンター 
そよ風 

株式会社ユニマット リタイア

メント・コミュニティ 
真正会デイサービスセンター

よしの 
社会福祉法人真正会 

さくらデイサービスセンター 有限会社ありがとう 
フクト２１ デイサービス 

アイリス 
社会福祉法人福都二十一 

デイサービスセンターソレイ

ユ 
イメディカ株式会社 

ツクイ川越氷川 株式会社ツクイ 
真正会デイサービスセンター

小仙波 
社会福祉法人真正会 

社会福祉法人芳清会デイサー

ビスセンター八瀬の里 
社会福祉法人芳清会 



あずみ苑 小室 株式会社レオパレス２１ 
デイサービスセンター 遊・

川越新河岸 
ALSOK 介護株式会社 

アズハイム川越デイサービス

センター 
株式会社アズパートナーズ 

小江戸の庭  
デイサービスセンター 

社会福祉法人潤青会 

リハデイ・すまいる 株式会社すまいる・ランド 
扇河岸ケアセンター 
そよ風 

株式会社ユニマット リタイ

アメント・コミュニティ 
はつかりの里  
デイサービスセンター 

社会福祉法人相愛福祉会 

デイサービス Lino こまち 株式会社こまち 
デイサービス リベルテ e-cube care 株式会社 
デイサービスセンターすまい

る・小江戸 
シニアライフサポート株式会

社 
デイサービス リアン川越 株式会社顧愛 
デイサービス ここしあ 社会福祉法人四季の会 
元気アップリビング 株式会社 Alife 
デイサービスセンター エク

ラシア川越木野目 
株式会社ウェルオフ西部 

デイサービス音楽介護予防施

設 KEION 
株式会社 OPEN UP 

コンパスウォーク川越 中福 有限会社江南興業所 
川越市社会福祉協議会指定通

所介護事業所 
社会福祉法人 
川越市社会福祉協議会 

カナオデイサービス 有限会社カナオ 
伊佐沼の森デイサービス タムラ医療機器販売株式会社 
あおぞらデイサービス川越 株式会社あおぞらネット 
GENKI NEXT 川越砂 株式会社介護 NEXT 
くらしや 朗幸 合同会社ゆいゆい 
きらめきリハビリデイサービ

ス西川越 
株式会社メディウェルズ 

きらめきリハビリデイサービ

ス 
株式会社メディウェルズ 



デイサービスたんぽぽ砂新田 株式会社セカンドライフ 
共栄リハビリデイサービス月

吉 
株式会社共栄メディカル 

医療法人健友会あっぷるサロ

ン 
医療法人 健友会 

イリーゼ川越南古谷 
デイサービスセンター 

ＨＩＴＯＷＡケアサービス株

式会社 
リハビリデイサービスぴーす

ふる 
合同会社 Y･C･T 

デイサービスだいね新河岸 株式会社だいね 
デイサービスリーディング岸

町 
MK コンシスト株式会社 

中央リハビリステーションエ

ボルブ川越 
A-LINE 株式会社 

デイサービスリーディング南

古谷 
MK コンシスト株式会社 

SOMPO ケア川越霞ヶ関デイ

サービス 
ＳＯＭＰＯケア株式会社 

医療法人 健友会  
デイサービスあっぷる 

医療法人 健友会 

デイサービス  
だいね川越府川 

株式会社 だいね 

小規模多機能型居宅介

護事業所 
【介護保険課】 

医療法人西部診療所  
小規模多機能 こあぜ 

医療法人 西部診療所 

ふれあい多居夢 希 株式会社 ふれあい広場 

ケアステーション福音の園 
特定非営利活動法人 福音の

園・埼玉 
看護小規模多機能型居

宅介護事業所 
【介護保険課】 

複合型サービスすずらん府川 株式会社ウィズ 

まごころケア川越 NS コーポレーション合同会社 

高齢者グループホーム 
【介護保険課】 

グループホーム  
福音の園・川越 

特定非営利活動法人  
福音の園・埼玉 

グループホーム 
みんなの家・川越寺尾 

ALSOK 介護株式会社 

グループホームみずほ 医療法人 瑞穂会 



愛の家グループホーム 
川越山田 

メディカル・ケア・サービス株

式会社 
仙波グループホーム 
そよ風 

株式会社ユニマット リタイ

アメント・コミュニティ 
ふれあい多居夢 川越 株式会社ふれあい広場 
グループホーム  
ソラスト川越 

株式会社ソラスト 

グループホームみんなの家・

川越たかしな 
ALSOK 介護株式会社 

グループホーム  
ふるさとの家・川越 

特定非営利活動法人 福祉ネ

ットワーク・エヌツー 
グループホーム ふる郷川越 株式会社市進ケアサービス 
愛の家グループホーム 川越

小ケ谷 
メディカル・ケア・サービス株

式会社 
グループホーム福音の園・川

越第二 
特定非営利活動法人 福音の

園・埼玉 
しゃくなげ苑 社会福祉法人喜多路 

地域密着型特定施設入

居者生活介護 
【介護保険課】 

ミモザ川越 ミモザ株式会社 
高齢者福祉施設  
すまいる小江戸 

シニアライフサポート株式会

社 
短期入所生活介護 
【介護保険課】 

特別養護老人ホーム 
すみれの里・川越 

社会福祉法人相愛福祉会 

ショートステイ  
ぽぷらの樹 

社会福祉法人誠豊会 

社会福祉法人芳清会特別養護

老人ホーム八瀬の里 
社会福祉法人芳清会 

あずみ苑 小室 株式会社レオパレス２１ 
小江戸の庭  
ショートステイ 

社会福祉法人潤青会 

扇河岸ケアセンター 
そよ風 

株式会社ユニマット リタイ

アメント・コミュニティ 
はつかりの里  
短期入所生活介護 

社会福祉法人 相愛福祉会 

ショートステイ  
アイリス弐番館 

社会福祉法人 福都二十一 



フクト２１ ショートステイ 

アイリス 
社会福祉法人福都二十一 

ショートステイすまいる・小

江戸 
シニアライフサポート株式会

社 
ショートステイ 
ソラスト川越 

株式会社ソラスト 

ショートステイ 
ここしあ 

社会福祉法人四季の会 

短期入所生活介護 
やすらーじゅ瑞穂 

社会福祉法人さくら瑞穂会 

ショートステイみんなの家・

川越新河岸 
ALSOK 介護株式会社 

介護老人保健施設 
【介護保険課】 

介護老人保健施設   瑞穂

の里 
医療法人瑞穂会 

介護老人保健施設   ケア

ハイツ・川越 
医療法人恵雄会 

川越市医師会  
介護老人保健施設いぶき 

一般社団法人川越市医師会 

介護老人保健施設 
小江戸の郷 

医療法人靖和会 

ユニット型介護老人保健施設

小江戸の郷 
医療法人靖和会 

介護老人保健施設  
はつかり 

医療法人泰一会 

 
  


