
※順不同

No. 区分

設置主体 （社福）永春会 理事長 吉岡　俊一

施設所在地 葛飾区水元二丁目２０番４８、８１ 施設長 濱崎　久美子

延べ床面積 823.40㎡

構造 木造 2階建

開設予定 -

整備区分 民老改築

施設名 （仮称）アレーズ秋桜

施設種別

（事業種別） 福祉型障害児入所施設 障害児相談支援

定員 30名

設置主体 （社福）愛友会 理事長 田村　佳司

施設所在地 施設長 吉岡　公明

延べ床面積 2285.97㎡

構造 鉄骨造 平屋建

開設予定

整備区分 民老改築

施設名 妙義もみじ学園

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 50名 50名 4名

設置主体 理事長 瀬上  清貴

施設所在地 施設長 馬場　和樹

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護

定員 30名 30名

設置主体 （社福）槇の里 理事長 岡部　一邦

施設所在地 施設長 秋本　泰司

延べ床面積

構造

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名 いすみ学園

施設種別 障害者支援施設、短期入所事業所

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 52名 60名 2名

設置主体 （社福）永春会 理事長 吉岡  俊一

施設所在地 施設長 濱崎　久美子

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 創設

施設名 （仮称）アレーズ秋桜

施設種別 障害福祉サービス事業所

（事業種別） 生活介護

定員 20名

鉄筋コンクリート造 2階建

1742.38㎡

2

3

障害者支援施設

-

かりいほ

表２　国協議法人別一覧

令和２年3月27日国庫補助協議

施設概要等 役員状況

障害者支援施設、短期入所事業所

本協議対象外施設等との合築

福祉型障害児入所施設

1

群馬県富岡市妙義町菅原2234

栃木県大田原市北野上３９５２

-

5

葛飾区水元二丁目20番48、81

415.18㎡

木造 2階建

令和４年２月

4

千葉県いすみ市万木22

925.26㎡

木造 2階建

（社福）紫野の会



No. 区分 施設概要等 役員状況 本協議対象外施設等との合築

設置主体 （社福）巣立ち会 理事長 田尾　有樹子

施設所在地 施設長 林田　輝子

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 創設

施設名 サザン（仮称）

施設種別 障害福祉サービス事業所（多機能型）

（事業種別） 自立訓練（生活訓練） 就労移行支援

定員 20名 20名

設置主体 （社福）藤倉学園 理事長 下田　雄一郎

施設所在地 八王子市美山町1230 施設長 須賀　悟

延べ床面積 1539.30㎡

構造 鉄筋コンクリート造 平屋建

開設予定 -

整備区分 改築

施設名 多摩藤倉学園

施設種別

（事業種別） 福祉型障害児入所施設 短期入所

定員 49名 空床型

設置主体 理事長 竹中　延公

施設所在地 施設長 森田　敬蔵

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 創設

施設名

施設種別

（事業種別） 生活介護 短期入所

定員 30名 6名

設置主体 （社福）秋田県民生協会 理事長 佐藤　修助

施設所在地 秋田県北秋田市木戸石字才ノ神沢35-35 施設長 清水  勇蔵

延べ床面積 3897.43㎡

構造 鉄筋コンクリート造 平屋建

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名 合川新生園

施設種別 障害者支援施設、短期入所事業所

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 100名 100名 空床型

設置主体 理事長 赤石 利法

施設所在地 施設長 滝澤 葉子

延べ床面積

構造 鉄筋コンクリート造 平屋建

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護

定員 70名 78名

三鷹市野崎2-6-42

鉄筋コンクリート造 6階建

令和3年10月

980.53㎡

障害者支援施設

-

2984.40㎡

10

（社福）交楽会

9

秋田県北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73番地

6

8

（社福）アストリー

葛飾区柴又六丁目36番地

1065.75㎡

木造2階建

7

福祉型障害児入所施設、短期入所事業所

森幸園

令和3年4月

（仮称）障がい者生活介護・短期入所柴又

障害福祉サービス事業所



No. 区分 施設概要等 役員状況 本協議対象外施設等との合築

設置主体 理事長 早川 明

施設所在地 施設長 月岡 亮

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 45人 60人 4人

設置主体 （社福）東京聴覚障害者福祉事業協会 理事長 南宮 由和

施設所在地 青梅市長渕5-1420-2 施設長 中山 宝

延べ床面積

構造 鉄筋コンクリート造 3階建

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名 たましろの郷

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 30名 50名 5人

※順不同

No. 区分

設置主体 （社福）ときわ会 理事長 加藤　寛

施設所在地 小平市上水南町二丁目21-3 施設長 庄司  完

延べ床面積 197.50㎡

構造 木造 3階建

開設予定 令和４年４月

整備区分 創設

施設名 （仮称）上水南町作業所

施設種別

（事業種別） 就労継続支援Ｂ型 就労移行支援

定員 14名 6名

設置主体 （NPO）Filo 理事長 吉田　道子

施設所在地 施設長 吉田　道子

延べ床面積 175.75㎡

構造 木造 2階建

開設予定

整備区分 創設

施設名 AROMA

施設種別

（事業種別） 就労継続支援Ｂ型 日中一時支援

定員 15名

設置主体 理事長 松尾　賢二

施設所在地 施設長 椎木　俊秀

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名 東京小児療育病院

3

（社福）鶴風会

武蔵村山市学園四丁目10-1

6601.21㎡

鉄筋コンクリート造 地下1階地上2階建

-

2

多摩市落合一丁目1-25

-

障害福祉サービス事業所

令和3年1月15日国庫補助協議

施設概要等 役員状況 本協議対象外施設等との合築

1

障害福祉サービス事業所

2251.00㎡

つるかわ学園

11

障害者支援施設、短期入所事業所

12

2,030.74㎡

障害者支援施設、短期入所事業所

町田市真光寺町186番地

-

（社福）つるかわ学園



No. 区分 施設概要等 役員状況 本協議対象外施設等との合築

施設種別

（事業種別） 医療型障害児入所施設 療養介護 生活介護 児童発達支援 短期入所

定員 176名 176名 36名 36名 空床型

設置主体 （社福）きょうされん 理事長 藤井　克徳

施設所在地 施設長 川村民枝

延べ床面積

構造

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別 障害福祉サービス事業所

（事業種別） 就労継続支援Ｂ型 就労移行支援

定員 54名 6名

設置主体 （社福）けやきの杜 理事長 神原　富美子

施設所在地 施設長 吉廣　賢二

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名 希望園

施設種別 障害福祉サービス事業所

（事業種別） 生活介護 就労継続支援Ｂ型

定員 23名 17名

設置主体 （社福）豊寿会 理事長 岸　一志

施設所在地 施設長 松井　平喜

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名 最上ふれあい学園

施設種別 障害者支援施設

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 80名 80名 2名

設置主体 （社福）龍鳳 理事長 苅部　一夫

施設所在地 東久留米市氷川台二丁目31-19 施設長 貝沼　寿夫

延べ床面積 1,084.29㎡

構造 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名 ライフパートナーこぶし

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 就労継続支援Ｂ型 短期入所

定員 30名 35名 10名 3名

設置主体 理事長 安達　利惠子

施設所在地 施設長 五木田  幸志

延べ床面積

構造

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別

（事業種別） 生活介護

定員 54名

障害福祉サービス事業所

鉄骨造4階建

-

ベロニカ苑

7

障害者支援施設

8

（社福）地の星

町田市成瀬八丁目9-14

1,165.52㎡

6

山形県最上郡最上町大字富沢4467

2,833.25㎡

鉄筋コンクリート造 平屋

-

5

国分寺市戸倉四丁目14-7

569.89㎡

鉄筋造 2階建

-

医療型障害児入所施設、障害福祉サービス事業所、児童発達支援事業所

4

昭島市武蔵野三丁目2-19

1581㎡

鉄筋造 3階建

第一リサイクル洗びんセンター

3



No. 区分 施設概要等 役員状況 本協議対象外施設等との合築

設置主体 （社福）秋田県民生協会 理事長 佐藤　修助

施設所在地 秋田県北秋田市木戸石字才ノ神沢35-35 施設長 松橋　真幸

延べ床面積 3897.43㎡

構造 鉄筋コンクリート造 平屋建

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名 合川新生園

施設種別 障害者支援施設、短期入所事業所

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 100名 100名 空床型

設置主体 理事長 髙橋 武太郎

施設所在地 施設長 佐藤　峰子

延べ床面積

構造 鉄筋コンクリート造 平屋建

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 80名 80名 5名

設置主体 (社福）からし種の会 理事長 的場 正芳

施設所在地 長野県佐久市八幡字向原1115-67 施設長 廣田 典昭

延べ床面積 1866.67㎡

構造 鉄筋コンクリート造 2階建

開設予定 －

整備区分 大規模修繕

施設名 緑の牧場学園

施設種別 障害者支援施設、短期入所事業所

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 50名 55名 3名

設置主体 （社福）しらかばの会 理事長 山浦 俊一

施設所在地 長野県北佐久郡立科町大字塩沢333-1 施設長 飯島 英一

延べ床面積

構造 鉄筋コンクリート造 平屋

開設予定 -

整備区分 大規模修繕

施設名 たてしなホーム

施設種別

（事業種別） 施設入所支援 生活介護

定員 40名 50名

設置主体 理事長 沖芝 佳子

施設所在地 施設長 栗原　良子

延べ床面積

構造 鉄筋コンクリート造 3階建

開設予定

整備区分 大規模修繕

施設名

施設種別

（事業種別） 共同生活援助 短期入所

定員 7名 1名

設置主体 (社福）武蔵野会 理事長 高橋 信夫

施設所在地 大島町差木地1番地 施設長 宗　信介

延べ床面積 2,426㎡

クオーレ武蔵台グループホーム・短期入所施設

共同生活援助事業所、短期入所事業所

14

13

（一社）介護グループふれあい

府中市武蔵台一丁目22-50

256.33㎡

-

-

ひばり野園

障害者支援施設

11

12

1,226.39㎡

障害者支援施設

9

10

（社福）羽後町福祉会

秋田県雄勝郡羽後町足田七窪27-1

2756.51㎡



No. 区分 施設概要等 役員状況 本協議対象外施設等との合築

構造 鉄筋造 2階建

開設予定 －

整備区分 大規模修繕

施設名 大島恵の園

施設種別 障害者支援施設、短期入所事業所

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 80名 80名 4名

設置主体 (社福）武蔵野会 理事長 高橋 信夫

施設所在地 大島町差木地1番地 施設長 安田　喜人

延べ床面積 2,874㎡

構造 鉄筋造 2階建

開設予定 －

整備区分 大規模修繕

施設名 第２大島恵の園

施設種別 障害者支援施設、短期入所事業所

（事業種別） 施設入所支援 生活介護 短期入所

定員 80名 80名 2名

設置主体 （社福）巣立ち会 理事長 田尾　有樹子

施設所在地 施設長 大野　通子

延べ床面積

構造

開設予定 －

整備区分 大規模修繕

施設名 巣立ち風

施設種別

（事業種別） 就労継続支援B型 自立訓練

定員 50名 10名

障害福祉サービス事業所

14

15

16

三鷹市野崎2-6-42

597.00㎡

鉄筋コンクリート造 3階建


