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第４ 福祉施設名簿（令和４年９月１日現在） 

 

１ 老人福祉施設等 

 

（１）特別養護老人ホーム：老人福祉法第２０条の５ 

 ６５歳以上で身体上又は精神上の障害があるために常時介護を必要とし、居宅での介護が困

難な人のための入所施設である。介護保険法では入所定員２９人以下のものを地域密着型介護

老人福祉施設（同法第８条第２２項：市町村指定）、３０人以上のものを介護老人福祉施設（同

第２７項：県指定）に区分している。 

 

①介護老人福祉施設 

施 設 名 所 在 地 定員 開設者 開設年度 

秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑 秩父市蒔田１９７７ 100 秩父市 ※1 S46 ※2 

特別養護老人ホーム白砂恵慈園 秩父市吉田久長１８６－１ 80 (福) 秩父福祉会 S62 

特別養護老人ホーム荒川園 秩父市荒川贄川１０８８ 50 (福) 秩父正峰会 H2 

特別養護老人ホーム杏子苑 秩父市寺尾３９００－１ 120 (福) 秩父正峰会 H2 

ウエルハイム・ヨコゼ 横瀬町横瀬５８０６－１ 90 (福) 織舩会 H6 

特別養護老人ホーム悠う湯ホーム 皆野町下日野沢３９０６－３ 78 (福) みなの福祉会 H7 

特別養護老人ホーム小鹿野苑 小鹿野町下小鹿野２５５１ 85 (福) 小鹿野福祉会 H8 

特別養護老人ホーム桜の園 秩父市和泉町１８ 50 (福) 秩父正峰会 H11 ※3 

特別養護老人ホームながとろ苑 長瀞町野上下郷４２８ 87 (福) 長瀞福祉会 H12 

特別養護老人ホーム花菖蒲・両神 小鹿野町両神薄１０６０－１ 70 (福) 秩父正峰会 H17 

特別養護老人ホーム愛宕の杜 秩父市大野原７８６ 60 (福) ちちぶ慈洋福祉会 H29 

 定員合計 870 

 ※1 秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑は（福）秩父市社会福祉事業団が指定管理者になっている。 

 ※2 秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑は平成 12年に現在地へ移転している。 

 ※3 特別養護老人ホーム桜の園は令和 2年に現在地へ移転している。 

  
 ②地域密着型介護老人福祉施設 

施 設 名 所 在 地 定員 開設者 開設年度 

絆の丘 横瀬町横瀬２１９７－１ 29 (福) 織舩会 H23 

地域密着型特別養護老人ホーム楓の森 秩父市荒川上田野７６６－１ 29 (福) 秩父正峰会 H26 

地域密着型特別養護老人ホーム巨香の郷 小鹿野町小鹿野４７１ 29 (福) 小鹿野福祉会 H26 

白砂恵慈園永田屋 秩父市永田町９－３ 29 (福) 秩父福祉会 H29 

 定員合計 116 

 
（２）介護老人保健施設：介護保険法第８条第２８項 

 看護、医学的管理の下で、病状安定期にある高齢者等にリハビリ・看護等のケアと共に介護

等の日常生活サービスを提供し家庭復帰を目指す施設である。 
 なお、同施設では、居宅要介護支援者が短期間入所し、医療や機能訓練、日常生活上の支援

などを受ける短期入所療養介護（介護保険法第８条第１０項）も実施している。（県指定） 
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施 設 名 所 在 地 定員 開設者 開設年度 

介護老人保健施設ビッラ・ベッキア 秩父市寺尾２７４４ 100 （医）全和会 H9 

介護老人保健施設うらら 秩父市中村町３－６－２４ 100 （医）俊仁会 H10 

介護老人保健施設なでしこ 横瀬町横瀬５８５０ 100 （医）健秀会 H17 

縄文の里 長瀞倶楽部 長瀞町岩田５８７ 81 （医）医新会 H18 

 定員合計 381 

（３）養護老人ホーム：老人福祉法第２０条の４ 
 ６５歳以上で環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な人

のための入所施設である。 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 開設年度 

小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘 小鹿野町下小鹿野２５５１ 50 小鹿野町 ※1 S34 ※3 

秩父市立養護老人ホーム長寿荘 秩父市蒔田１９７７ 50 秩父市 ※2 S40 ※4 

 定員合計  100 

 ※1 小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘は（福）小鹿野福祉会が運営を委託されている。 

 ※2 秩父市立養護老人ホーム長寿荘は（福）秩父市社会福祉事業団が指定管理者になっている。 

 ※3 小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘は平成 6年に建替えられている。 

 ※4 秩父市立養護老人ホーム長寿荘は平成 12年に現在地へ移転している。 

 

（４）軽費老人ホーム：老人福祉法第２０条の６ 
    ６０歳以上の個人、又は夫婦どちらか一方が６０歳以上で、家庭や家族の事情で、自宅で生

活できない人に無料又は低額な料金で食事などのサービスを提供する施設である。 
施 設 名 所 在 地 定員 特定施設 開設者 開設年度 

ケアハウス悠う湯ホーム 皆野町下日野沢３９０６－３ 50 ○ (福) みなの福祉会 H7 

ケアハウス藤の郷 秩父市日野田町２－２２－３０ 60  (福) 藤香会 H12 

 定員合計 110  

 
（５）有料老人ホーム：老人福祉法第２９条 
   高齢者を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除又は健康管

理を行う施設であって、本節の（１）、（３）、（４）及び（６）の事業所でないものである。 
施 設 名 所 在 地 定員 特定施設 開設者 開設年度 

ケアホーム楓 秩父市荒川上田野７６８ 30 ○ （福）秩父正峰会 H18 

ガーデンハイム楓 秩父市荒川上田野７６６－１ 30 ○ （福）秩父正峰会 H26 

シニアホーム武甲の郷 秩父市日野田町２－１４－５ 34 ○ （有）風原 H19 

シンシアホーム宮杜 ※1 秩父市番場町６－４ 30 ○ （有）シンシア H18 ※1 

ふるさとホーム長瀞 皆野町金崎７５－７ 46 ○ （株）ヴァティー H25 

シルバーホームかわも 長瀞町長瀞４２７－１ 28  （株）アズワン H27 

 定員合計 198 

  ※ サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたものは本表に掲載していない。（サービス付き高齢者向け住宅は 
    （14）） 
  ※1 シンシアホーム宮杜は平成 26 年に現在地へ移転している。 
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（６）認知症対応型老人共同生活援助事業：老人福祉法第５条の２第６項 

 ６５歳以上の認知症の状態にある人に、共同生活を営むべき住居で入浴、排せつ、食事等の

介護その他の日常生活上の援助を行う。（市町村指定） 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

グループホームあおば 秩父市小柱１９６ 18 （有）あおばホーム 

グループホーム上野陽だまりの家 秩父市大宮５５３３－１ 18 （有）グループホーム上野 

グループホームひなた 秩父市吉田久長１９３ 9 （福）秩父福祉会 

ひまわりの家 秩父市山田２６９９ 9 （有）ひまわりの家 

グループホーム楓 秩父市荒川上田野７７１ 18 （福）秩父正峰会 

グループホーム万年青 横瀬町横瀬６１６０－３ 18 （有）幹 

グループホーム大浜 皆野町皆野３０２－２ 18 （福）みなの福祉会 

グループホーム・梅こよみ 皆野町国神８５４－６ 18 （医）彩清会清水病院 

エルダーホームながとろ 長瀞町岩田３３４－１ 18 （有）あおばホーム 

グループホーム茅の里 小鹿野町長留９０１－１ 18 （株）秩父リゾート開発 

さくら 小鹿野町般若８２１ 18 （有）啓愛の里 

グループホームわらび苑 小鹿野町長留３０７３ 9 （有）彩の里 

 定員合計 189 

  
（７）小規模多機能型居宅介護事業：老人福祉法第５条の２第５項 

 居宅要介護者を居宅において又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常

生活を営むのに必要な介護及び機能訓練を行う。（市町村指定） 
施 設 名 所 在 地 定員 宿泊 開設者 

デイホームあおば 秩父市小柱１９１－１ 29 9 （有）あおばホーム 

多機能ホームなの花フォレスト 秩父市黒谷１３８７－１ 24 9 なの花ケアホーム（株） 

多機能ホームりらフォレスト 秩父市栃谷４３５－１ 24 9 なの花ケアホーム（株） 

小規模多機能型居宅介護 楓の森 秩父市荒川上田野７６６－１ 25 9 （福）秩父正峰会 

小規模多機能型居宅介護 生協花の木ホーム 秩父市上町１－１２－１１ 29 9 医療生協さいたま（生協） 

おおるりの里 秩父市寺尾３３７３－１ 25 9 （株）歌舞伎 

小規模多機能ホーム巨香の郷 小鹿野町小鹿野４７１ 29 9 （福）小鹿野福祉会 

小規模多機能型居宅介護事業所 万葉の郷 秩父市下吉田７６２４－４ 24 7 （福）秩父福祉会 

エルダーホーム木の葉 長瀞町岩田３３３－５ 29 9 （有）あおばホーム 

コンフォート ※1 秩父市下影森８８８－５ 29 9 （有）たんぽぽ 

 定員合計 267 88 

  ※ 定員とは、登録定員を示す。 
  ※1 コンフォートは複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 
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（８）老人デイサービスセンター：老人福祉法第２０条の２の２ 
 居宅要介護者又は居宅要支援者が通いながら、入浴・排せつ・食事等の介護及び機能訓練等

を受ける。介護保険法では、認知症の利用者に特化した「認知症対応型通所介護」（同法第８条

１８項：市町村指定）、定員１８人以下で認知症対応型に該当しない「地域密着型通所介護」（同

第１７項：市町村指定）、定員１９人以上で認知症対応型に該当しない「通所介護」（同第７項：

県指定）に区分している。 
 

①通所介護 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

荒川園デイサービスセンター 秩父市荒川贄川１０８８ 30 （福）秩父正峰会 

秩父福祉会白砂恵慈園（太田デイ） 秩父市伊古田２８８－６ 29 （福）秩父福祉会 

蒔田デイサービスセンター 秩父市蒔田１９７７ 35 （福）秩父市社会福祉事業団 

影森デイサービスセンター 秩父市上影森７５９－２ 30 （福）秩父正峰会 

デイサービスセンターなごみ苑 秩父市寺尾４４－４ 24 （有）大島介護 

デイサービスセンター 燦々 秩父市吉田久長１９３ 29 （福）秩父福祉会 

あずみ苑秩父（公園橋） 秩父市中村町３－１－３３ 35 （株）レオパレス２１ 

秩父デイサービスセンター 秩父市桜木町１３－１２ 29 （福）秩父福祉会 

あるるデイサービス 秩父市黒谷１７２９ 28 （有）ノア 

秩父市高篠デイサービスセンター 秩父市栃谷３６９－１ 33 （福）秩父市社会福祉事業団 

寺尾デイサービスセンター 秩父市寺尾７２０ 25 （福）秩父市社会福祉事業団 

(福)織舩会横瀬デイサービスセンター 横瀬町横瀬５８０６－１ 30 （福）織舩会 

デイサービスセンター悠う湯ホーム 皆野町下日野沢３９０６－３ 30 （福）みなの福祉会 

(医)徳洲会皆野病院 皆野町皆野２０３１－１ 30 （医）徳洲会 

デイサービスセンター大浜 皆野町皆野３０２－２ 30 （福）みなの福祉会 

デイサービスももとせ学校 皆野町金沢２６４２ 25 （医）彩清会清水病院 

デイサービスセンターしあわせの森 長瀞町長瀞２９３ 30 （株）フクシア 

デイサービスセンターかわも 長瀞町長瀞４２７－１ 29 （株）アズワン 

小鹿野デイサービスセンター 小鹿野町下小鹿野２５５１ 25 小鹿野町 

小鹿野町両神デイサービスセンター 小鹿野町両神薄２３９５ 29 小鹿野町 

花菖蒲・両神デイサービスセンター 小鹿野町両神薄１０６０－１ 28 （福）秩父正峰会 

 定員合計 613  

 

②地域密着型通所介護 

施 設 名 所 在 地 定員 開設者 
デイサービスふくしのまち秩父 秩父市野坂町１－２０－３３ 18 （株）福祉の街 

やまだデイサービス 秩父市山田１６４４－１ 18 ちちぶ・デイ・ライフ（同） 

藤の花 秩父市日野田町２－１４－５ 10 （有）風原 

秩父市上吉田デイサービスセンター 秩父市上吉田３３５２－１ 18 （福）秩父市社会福祉事業団 

デイサービスおばしら 秩父市小柱２２８－１ 10 （有）あおばホーム 

たんぽぽの家 秩父市下影森８８８－５ 13 （有）たんぽぽ 

デイサービスセンター楓 秩父市荒川上田野７５５－９ 18 （福）秩父正峰会 
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デイサービスセンター グレープ 秩父市蒔田１７９０－３ 16 （株）坂 

デイサービスあらかわ亭 秩父市寺尾３４８７－８  15 ライフパートナーズ（株） 

古民家デイサービス いろり 秩父市田村１２５６ 10 （有）タイヘイ建宅 

あさひデイサービスセンター 秩父市寺尾４４ 10 （有）詩恩 

いきいきさわやかデイサービス 秩父市蒔田２６８－２ 10 （福）秩父福祉会 

いしがみデイサービス 秩父市蒔田９３３－２ 10 （株）秩父健康計画 

リハプライド・秩父 秩父市中村町１－３－８ 15 （株）ミツイ 

デイサービス未来 熊木 秩父市熊木町２０－１３ 15 （株）矢尾百貨店 

デイサービス ラスベガス秩父 秩父市下影森８５８－２ 18 （有）三笠商事 

ぶこうの里デイサービスセンター 横瀬町横瀬１１７０－２０ 18 （有）ベストワーク 

デイサービスほのか 横瀬町横瀬４６４１－５   10 （株）新 

ライフアップサポートおたっしゃ倶楽部 横瀬町横瀬４５４９－１ 10 （特非）ライフアップサポート 

デイサービスやまなみ ※1 皆野町大字大渕６１６－３ 10 （特非）みやび 

デイサービスだいきゅう 皆野町皆野１８７ 10 ライフパートナーズ（株） 

デイサービス くつろぎ 長瀞町野上下郷４２８ 15 （福）長瀞福祉会 

デイサービスながとろ 長瀞町岩田２６９－２   14 （有）あおばホーム 

デイサービスセンターいずみ苑 ※2 小鹿野町下小鹿野９４８－３ 10 （有）大島介護 

さくら 小鹿野町般若８２１ 15 （有）啓愛の里 

寿美デイサービス 小鹿野町下小鹿野９２１－１ 12 （株）寿美保養センター 

デイサービス陽だまりの家 ※3 秩父市大宮５５３３－１ 3 （有）グループホーム上野 

デイサービスふたば ※3 秩父市小柱１９０－１ 10 （有）あおばホーム 

デイサービスセンター梅こよみ ※3 皆野町国神８５４－６ 3 （医）彩清会清水病院 

 定員合計 364  

※1 デイサービスやまなみは令和３年に現在地へ移転している。 

※2 デイサービスセンターいずみ苑はデイサービスセンターなごみ苑のサテライト事業所 

※3 陽だまりの家、ふたば、デイサービスセンター梅こよみは認知症対応型通所介護（地域密着型サービス） 

 
（９）通所リハビリテーション：介護保険法第８条第８項 

 居宅要介護者が、日常生活の自立のために理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行

い、心身機能の維持回復を図るサービス。（県指定） 
施設名 所 在 地 定員 開設者 

介護老人保健施設ビッラ・ベッキア 秩父市寺尾２７４４ 20 （医）全和会 

介護老人保健施設うらら 秩父市中村町３－６－２４ 50 （医）俊仁会 

介護老人保健施設なでしこ 横瀬町横瀬５８５０ 15 （医）健秀会 

縄文の里 長瀞倶楽部 長瀞町岩田５８７ 20 （医）医新会 

秩父生協病院通所リハビリ CoCoLo 秩父市阿保町１－１１ 65 医療生協さいたま生活協同組合 

清水病院リハビリセンターアトム 皆野町皆野１３９４－１ 60 （医）彩清会清水病院 

(医)徳洲会皆野病院 ※ 皆野町皆野２０３１－１ 10 （医）徳洲会 

国保町立小鹿野中央病院 小鹿野町小鹿野３００ 15 小鹿野町 

 定員合計 255  

  ※ 皆野病院の（介護予防）通所リハビリテーションは平成３１年４月１日から休止中 
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（10）老人居宅介護等事業：老人福祉法第５条の２第２項 
 居宅要介護者又は要支援者に対し、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、

掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言等を行う。介護保険法では、訪問介護（同法第８

条第２項：県指定）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（同第１５項：市町村指定）又は夜間

対応型訪問介護（同第１６項：市町村指定）に区分されている。 
事 業 所 名 所 在 地 開 設 者 

ヘルパーセンターあおば 秩父市小柱１９６ （有）あおばホーム 

有限会社大島介護大島介護サービスセンター 秩父市寺尾４４－４ （有）大島介護 

秩父市ヘルパーステーション 秩父市蒔田１９７７ （福）秩父市社会福祉事業団 

生協ちちぶケアステーション訪問介護 秩父市阿保町１－１１ 医療生協さいたま生活協同組合 

生協ちちぶケアステーション ※１ 秩父市阿保町１－１１ 医療生協さいたま生活協同組合 

けあビジョン秩父 
秩父市番場町１５－１０ 

サンクレイン番場１０２号室 
（株）ビジュアルビジョン 

あしたばサービス 秩父市阿保町２－５ あしたば（同） 

介護老人保健施設うらら 秩父市中村町３－６－２４ （医）俊仁会 

社会福祉法人 秩父市社会福祉協議会 秩父市野坂町１－１３－１４ （福）秩父市社会福祉協議会 

訪問介護 久保田屋 秩父市日野田町１－６－５ （株）久保田屋 

藤の花 秩父市日野田町２－１４－５ （有）風原 

たんぽぽの家 秩父市下影森８８８－５ （有）たんぽぽ 

和らぎサポートセンター 秩父市上影森５０３－１０ （有）和らぎ 

ヘルパーステーション楓 秩父市荒川上田野７７２－１ （福）秩父正峰会 

ヘルパーステーション あおぞら 秩父市吉田久長１９３ （福）秩父福祉会 

ケアセンターみんなのあおぞら 皆野町金崎２５６－３ （有）太陽の子 

社会福祉法人皆野町社会福祉協議会 

 指定訪問介護事業所 
皆野町大渕１０３－１ （福）皆野町社会福祉協議会 

小鹿野町ヘルパーステーション 小鹿野町小鹿野３００ 小鹿野町 

有限会社 はりま 小鹿野町飯田２８４４ （有）はりま 

訪問介護おおばたけホーム 小鹿野町両神小森２９０－５ （株）加藤建設 

ナーシングケアセンター しあわせの森※２ 長瀞町長瀞２９３ （株）フクシア 

ケアセンター かわも 長瀞町長瀞４２７－１ （株）アズワン 

ヘルパーステーションながとろ苑 長瀞町野上下郷４２８ （福）長瀞福祉会 

ライフアップサポートおたっしゃ家族 横瀬町横瀬４５４９－１ （特非）ライフアップサポート 

サンライズケア 秩父市山田１９１－１ （株）ＭＫＭ 

訪問介護キートス 
皆野町皆野１６１７－１ 

グリーンハイツ根岸 B 棟 C-2 号室 
（特非）キートスホーム 

さくら・介護ステーション秩父東 秩父市中村町１－２－１７ （株）ぶるーむ 

 ※1 生協ちちぶケアステーションは定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護を提供している。 
   そのほかの事業所は介護保険法の訪問介護を提供している。 

 ※2 ナーシングケアセンターしあわせの森は令和３年８月１日から休止中 
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（11）訪問入浴介護：介護保険法第８条第３項 
 自宅での入浴が困難な要介護者に対して、自宅を訪問して浴槽を提供し、入浴介護を行う。

（県指定） 
事業所名 所 在 地 開設者 

ふくしのまち秩父 秩父市阿保町２－７ （株）福祉の街 

 
（12）福祉用具貸与・特定福祉用具販売：介護保険法第８条第１２項、第１３項 

 要介護者の日常生活における自立支援を図るための福祉用具の貸与、販売を行う。（県指定） 
事業所名 所 在 地 開設者 

ライフアップサポートおたっしゃレンタル 横瀬町横瀬４５４９－１ （特非）ライフアップサポート 

秩父バリアフリー館 秩父市大野原９７１ （株）スマイルサポート 

介護ショップしおん 秩父市桜木町１１－２１ （有）詩恩 

グリーンケア秩父店 秩父市上影森８１５ （株）荒川瀧石 

なの花介護用品レンタル事業所 秩父市黒谷１３８７－１ なの花ケアホーム（株） 

 
（13）老人短期入所事業・老人短期入所施設：老人福祉法第５条の２第４項、第２０条の３ 

 居宅要介護支援者が老人福祉施設等に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを   

受ける。（県指定） 
施設名 所 在 地 定員 開設者 

秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑 秩父市蒔田１９７７ 20※1 （福）秩父市社会福祉事業団 

特別養護老人ホーム白砂恵慈園 秩父市吉田久長１８６－１ 12 （福）秩父福祉会 

特別養護老人ホーム荒川園 秩父市荒川贄川１０８８ 16 （福）秩父正峰会 

社会福祉法人織舩会ウエルハイム・ヨコゼ 横瀬町横瀬５８０６－１ 10 （福）織舩会 

特別養護老人ホーム悠う湯ホーム 皆野町下日野沢３９０６－３ 10 （福）みなの福祉会 

特別養護老人ホーム小鹿野苑 小鹿野町下小鹿野２５５１   8※１ （福）小鹿野福祉会 

特別養護老人ホーム桜の園 秩父市和泉町１８ 12 （福）秩父正峰会 

特別養護老人ホームながとろ苑 長瀞町野上下郷４２８ 12 （福）長瀞福祉会 

特別養護老人ホーム花菖蒲・両神 小鹿野町両神薄１０６０－１ 14 （福）秩父正峰会 

あずみ苑秩父（公園橋） 秩父市中村町３－１－３３ 24 （株）レオパレス２１ 

シニアホーム武甲の郷 秩父市日野田町２－１４－５ 4 （有）風原 

特別養護老人ホーム杏子苑 秩父市寺尾３９００－１  －※2 （福）秩父正峰会 

絆の丘ショートステイ 横瀬町横瀬２１９７－１ 8 （福）織舩会 

ショートステイ愛宕の杜 秩父市大野原７８６  －※2 （福）ちちぶ慈洋福祉会 

 定員合計 150  
  ※1 秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑及び特別養護老人ホーム小鹿野苑は上記のほか介護老人福祉施設の空床を利用 

  ※2 特別養護老人ホーム杏子苑及びショートステイ愛宕の杜は介護老人福祉施設の空床を利用 
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（14）サービス付き高齢者向け住宅：高齢者の居住の安定確保に関する法律 
   状況把握サービス又は生活相談サービスを提供するバリアフリー構造の高齢者向け賃貸住

宅又は有料老人ホームであって、県知事の登録を受けたものである。 
住 宅 名 所 在 地 戸数 開設者 

サンライズホーム 秩父市山田１９１－１ 25 （株）ＭＫＭ 

サービス付高齢者向け住宅おおばたけ 小鹿野町両神小森２９０－５ 8 （株）加藤建設 

彩花のさと長瀞 長瀞町岩田６００－１ 29 （医）医新会 

サービス付き高齢者向け住宅しあわせの森 長瀞町長瀞２９３ 33 （株）フクシア 

サービス付き高齢者向け住宅 みなのフォレスト 皆野町皆野１５８４－１ 26 なの花ケアホーム（株） 

ゆいま～る花の木 秩父市上町３－１９－１３ 20 （株）コミュニティネット 

 戸数合計 141 
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２ 障害者（児）福祉サービス事業所等 

  
（１）障害者支援施設：障害者総合支援法※第５条第１１項 

障害者に対し、寝食等夜間におけるサービス（施設入所支援）を提供するとともに、日中に

行う障害福祉サービスを提供する施設。 
  ※「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」を「障害者総合支援法」と表記する。 

施 設 名 所 在 地 主たる対象者 定員 開設者 
さやか 秩父市山田１１９９－２ 知的障害者  30 （福）清心会 

カーサ・ミナノ 皆野町国神４２１ 身体障害者  50 （福）カナの会 

ユーアイハウスおがの 小鹿野町三山２２１３－１ 知的障害者  50 （福）美里会 

定員合計 130 

 
（２）障害福祉サービス事業所 
  ア 生活介護：障害者総合支援法第５条第７項 

 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護を行うとともに、創作的活

動又は生産活動の機会を提供する。 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

さやか 秩父市山田１１９９－２ 40 （福）清心会 

とも 秩父市中村町３－１２－２３ 40 （福）清心会 

ふらわあ 秩父市寺尾２８２５ 70 （福）清心会 

さやかワークセンター 横瀬町横瀬４２９９－１ 10 （福）清心会 

発達障がい支援事業所たかしの 秩父市栃谷３６９－１ 30 （福）清心会 

カーサ・ミナノ 皆野町国神４２１ 53 （福）カナの会 

ユーアイハウスおがの 小鹿野町三山２２１３－１ 50 （福）美里会 

障害者活動センターキックオフ巴川 秩父市上影森７６２－１ 15 （福）くわの実会 

ふぁいん・ユー 秩父市寺尾７２０ 20 （福）秩父市社会福祉事業団 

     定員合計 328 
 
  イ 短期入所：障害者総合支援法第５条第８項 

 障害者を在宅で介護している家族が、急な病気などにより一時的に介護ができなくなった

ときに、短期間、一時的に施設に入所し、家族に代わって施設が介護サービスを行う。 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

さやか 秩父市山田１１９９－２ 10 （福）清心会 

カーサ・ミナノ 皆野町国神４２１ 2 （福）カナの会 

ユーアイハウスおがの 小鹿野町三山２２１３－１ 4 （福）美里会 

介護老人保健施設なでしこ（医療型短期入所） 横瀬町横瀬５８５０ ※ （医）健秀会 

秩父市特別養護老人ホーム偕楽苑 秩父市蒔田１９７７ ※ (福)秩父市社会福祉事業団 

グループホームさやか 秩父市大野原８０－７１ ※ （福）清心会 

地域移行型ホームさやか 秩父市山田１１９９－２ ※ （福）清心会 

 定員合計 16  
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  ※下４行では本体施設の空床を利用 
  ※さやか、カーサ・ミナノ及びユーアイハウスおがのは本体施設の空床利用も可能 
   
  ウ 自立訓練（生活訓練）：障害者総合支援法第５条第１２項 

 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、身体能力又は生活能力の向上の

ための訓練を行う。 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

自立支援施設武甲の森（多機能型） 
秩父市寺尾１４７６－１ (宿泊型) 20 

（医）全和会 
 24 

ふらわあ 秩父市寺尾２８２５ 10 （福）清心会 

定員合計 54 

 
  エ 就労移行支援：障害者総合支援法第５条第１３項 

 一般企業等への就労を希望する人に生産活動等の機会の提供を通じて一定期間就労に必要

な知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

自立支援施設武甲の森 秩父市寺尾１４７６－１    6 （医）全和会 

ふらわあ 秩父市寺尾２８２５  10 （福）清心会 

定員合計   16 

 
  オ 就労継続支援（Ａ型）：障害者総合支援法第５条第１４項 
    一般企業等での就労が困難な人に、雇用して、就労の機会を提供するとともに、知識及び 
   能力向上のために必要な訓練を行う。 

施 設 名 所 在 地 主対象者 定員 開設者 
織の花 秩父市番場町３－４ 小泉ビル５Ｆ 身知精難 10 （有）風原 

 定員合計 10  
 
  カ 就労継続支援（Ｂ型）：障害者総合支援法第５条第１４項 

 一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約等によらないで、働く場を提供するとともに、

知識及び能力向上のために必要な訓練を行う。 
 施 設 名 所 在 地 主対象者 定員 開設者 

作業所ケルン 秩父市中村町３－１２－２３ 精神 30 （特非）ケルン 

自立工房山叶本舗 秩父市久那１６２９ 知的 40 
（特非）障がい者自立支援 

自立工房山叶本舗 

パレット秩父 秩父市中村町３－１２－２３ 知的 20 （特非）パレット秩父 

ふらわあ 秩父市寺尾２８２５ 知的 30 （福）清心会 

さやかワークセンター 横瀬町横瀬４２９９－１ 知的 30 （福）清心会 

長瀞町高齢者障がい者 
いきいきセンター 

長瀞町長瀞５９ 知的 20 長瀞町 ※ 

障がい者自立支援農場 
きづな作業所 

小鹿野町長留３５４５ 知的 20 
（特非）障がい者自立支援 
農場きづな 
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アンゴラ王国 小鹿野町河原沢７６７ 身知精難 20 （特非）小鹿の夢 

自立支援施設武甲の森 秩父市寺尾１４７６－１ 知的・精神 10 （医）全和会 

就労支援施設ぶんぶん 小鹿野町下小鹿野２４６４－１ 知的 20 (福)小鹿野ひまわり福祉会 

笑楽工房 秩父市浦山２０８３－５ 知的・精神 20 （特非）笑楽工房 

障がい者自立支援 
さくらファーム 秩父市蒔田１４７２ 知的・精神 20 （株）秩父物産 

障害者活動センター 
キックオフ巴川 秩父市上影森７６２－１ 知的・精神 15 （福）くわの実会 

自立支援工房 
はぴねす秩父 秩父市荒川上田野６４６－１１ 身知精 20 （特非）はぴねす 

はなふえ 秩父市伊古田７５１－５ 知的・精神 20 （株）はなふえ 

 定員合計   335 

  ※ 長瀞町高齢者障がい者いきいきセンターは（福）清心会が指定管理者になっている。 

 
キ 共同生活援助（グループホーム）：障害者総合支援法第５条第１７項 
 主として夜間において、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ、食事の介護等の日常

生活上の援助を行う。 
住居名称 所 在 地 対象者 定員 開設者 

サンヒルズホームほし 秩父市大野原８０－７１ 

知的 

6 

（福）清心会 

さやかホーム 秩父市大野原９７６ 3 

りんごホーム 秩父市山田１８５０－７ 5 

サンヒルズホームそら 秩父市大野原８０－７０   6 

フレグランスホーム 秩父市大野原１１４７－１   4 

きりきホーム 秩父市大野原１９２３－９     6 

さんさんホーム 秩父市山田５５９－７     5 

ひかり 秩父市阿保町１０－２３     6 

つばさ 秩父市寺尾１８９３－３     7 

ぴーす 秩父市日野田町１－５－４ 6  

やまびこ 秩父市蒔田２５７０－８     7 

サンライズ中町 秩父市中町１９－２     6 

銀河 秩父市栃谷８９９－３     7 

きらきらホーム 秩父市山田５５９－８     4 

すい星 秩父市栃谷８９６－１     6 

下宿屋 R20 秩父市道生町８－１５     4 

下宿屋くまさん 秩父市熊木町１２－２１     5 

かがやき 秩父市下影森９９７－１     6 

こまち 秩父市道生町１８－２ 6 

グループホームみやび 秩父市小柱６７８ 身体・知的   9 （特非）みやび 
日の出 秩父市下影森９１０－４－101 

知的・精神 
2 

（医）全和会 秩父市下影森９１０－４－103 2 

秩父市下影森９１０－４－104 2 
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秩父市下影森９１０－４－201 2 

秩父市下影森９１０－４－202 2 

秩父市下影森９１０－４－203 2 

秩父市下影森９１０－４－204 2 

日の出（横瀬） 横瀬町横瀬５８１１－１     2 

横瀬町横瀬５８１１－１     2 

横瀬町横瀬５８１１－１     2 

横瀬町横瀬５８１１－１     2 

横瀬町横瀬５８１１－１     2 

グループホームステップ 秩父市久那１６２９ 知的・精神     7 
（特非）障がい者自立支

援自立工房山叶本舗 

ぽてとハウス 秩父市山田１１９９－２ 知的     7 （福）清心会 
星降る下で 小鹿野町両神小森８０－１ 

身知精難 
  7 

（特非）小鹿の夢 
青の畔 秩父市大滝１２４８－３    10 

      定員合計   169 

   
  ク 自立生活援助：障害者総合支援法第５条第１６項 
     一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により 
   日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う。 

施 設 名 所 在 地 実施者 

自立生活援助事業所さやか 秩父市熊木町１２－２１ （福）清心会 

 
ケ 地域相談支援：障害者総合支援法第５条第１８項 
 障害者支援施設等を退所する障害者に対して住居の確保等の地域生活に移行するために必

要な援助を行うとともに、単身で居住する障害者に対して障害の特性に起因して生じた緊急

の事態等に相談等を行う。 
 施 設 名 所 在 地 実施者 

秩父障がい者総合支援センターフレンドリー（清心会） 秩父市熊木町１２－２１ （福）清心会 

秩父障がい者総合支援センターフレンドリー  皆野町国神４２１ （福）カナの会 

アクセス 秩父市寺尾１４０４ （医）全和会 

 
  コ 計画相談支援：障害者総合支援法第５条第１６項 

 障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等や家族の意向等を踏まえ、障

害福祉サービス等の利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行う。 
 施 設 名 所 在 地 実施者 

秩父障がい者総合支援センターフレンドリー（清心会） 秩父市熊木町１２－２１ （福）清心会 

秩父障がい者総合支援センターフレンドリー  皆野町国神４２１ （福）カナの会 

アクセス ※ 秩父市寺尾１４０４ （医）全和会 

さやか相談支援室 Zutto 秩父市栃谷９００－１ （福）清心会 

障がい者相談支援センター にじいろ 秩父市寺尾７２０ (福)秩父市社会福祉事業団 
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指定特定相談支援事業所ユーアイハウスおがの 小鹿野町三山２２１３－１ （福）美里会 

※ アクセス以外は障害児相談支援事業（児童福祉法第６条の２の２第７項）も実施 

 
  サ 地域活動支援センター：障害者総合支援法第５条第２７項 
    創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を行う。 

施 設 名 所 在 地 定員 開設者 
アクセス 秩父市寺尾１４０４  20 （医）全和会 

おがのふれあい作業所 小鹿野町小鹿野２７４  20 小鹿野町 ※ 

定員合計  40 

※ （福）小鹿野町社会福祉協議会が運営 
 
  シ 児童発達支援：児童福祉法第６条の２の２第２項 

 障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応    

訓練を行う。 
施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

にじいろテラス 秩父市寺尾７２０ 10 （福）秩父市社会福祉事業団 

さやかこども支援センター 秩父市栃谷９００－１ 10 （福）清心会 

くれよん 皆野町皆野１３９４－１ 10 （医）彩清会清水病院 

 定員合計 30  

 
   ス 放課後等デイサービス：児童福祉法第６条の２の２第４項 
    授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促 

進等の支援を行う。 
 施 設 名 所 在 地 定員 開設者 

障害児放課後活動センターキックオフ 秩父市大宮５７３９－１０ 10 （福）くわの実会 

さやかこども支援センター 秩父市栃谷９００－１ 20 （福）清心会 

にじいろテラス 秩父市寺尾７２０ 20 （福）秩父市社会福祉事業団 

くれよん 皆野町皆野１３９４－１ 10 （医）彩清会清水病院 

デイサービス くつろぎ ※1 長瀞町野上下郷４２８ 15 （福）長瀞福祉会 

ステップ 秩父市滝の上町４－１８-101 10 ステップ（株） 

ステップ プラス 秩父市滝の上町４－１８-202 10 ステップ（株） 

共生型放課後等デイサービス こかのさと※2 小鹿野町小鹿野４７１ 29 （福）小鹿野福祉会 

定員合計 124 

 ※1 デイサービスくつろぎは、同法人が運営する地域密着型通所介護の共生型サービスである。 

※2 共生型放課後等デイサービス こかのさとは、同法人が運営する小規模多機能型居宅介護事業の共生型サービス 

であり、定員とは登録定員（両施設の合計）を示す。 
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（３）その他の障害者関係施設 
  ア 障害者就業・生活支援センター：障害者の雇用の促進等に関する法律第２８条 

 就職を希望している障害者や職場定着が困難な人を対象に、雇用、保健、福祉、教育等の

関係機関と連携しながら、就業及びそれに伴う生活に関する指導・助言、職業準備訓練のあ

っせんなど、「就業面」と「生活面」の一体的な相談・支援を行う。 
施 設 名 所 在 地 実施者 

キャップ 秩父市熊木町１２－２１ （福）清心会 

  
    イ 地域療育センター 

 発達障害の特性が気になる子どもに作業療法士等の専門職が個別療育を提供する。 
 施 設 名 所 在 地 実施者 

秩父地域療育センター 秩父市栃谷９００－１ （福）清心会 

 


