
通し番号 提出先 種別 名称 所在地

1 病院 吉川中央総合病院 平沼111

2 病院 中村病院 鍋小路81-1

3 診療所 磯久クリニック 関226-1

4 診療所 大久保クリニック 平沼1649

5 障害者通所施設 社会福祉法人葭の里 吉川フレンドパーク 中井3-177-2

6 障害者通所施設
社会福祉法人彩凜会 障がい福祉総合支援セン
ターなまずの里

川藤14-1

7 障害者通所施設 一般社団法人カルミア あいりす 保1-21-10泉ビル201

8 障害者通所施設 ヒューマニティーアシスト 高富2-6-5

9 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｙｅｓ 保510-27

10 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ はなみずき学園吉川校 高久1-31-13

11 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ Ｇｏｏｄ　fａｃｅ 保80-5

12 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ NPO法人あおいはる　Teku Teku 中曽根2-6-8フカイハイツA105

13 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ピノピノランド 吉川1-2-6戸張テナントビル1Ｆ

14 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 自立支援ステーションDEKITA吉川 木売2-3-11グリンヒルビル4F

15 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 運動学習支援教室エポックきよみ野教室 きよみ野2-15-2

16 放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ Gripキッズ 木売2-9-6 BASKIN 1F

17 グループホーム（障がい者） グループホームそらまめ 吉川2-33-9ｸﾞﾚｲｽﾊｲﾂ第一

18 グループホーム（障がい者） グループホーム　とうもろこし 平沼1-6-10　ツインハウス吉川

19 グループホーム（障がい者） グループホームおくら 吉川1-26-3ヴィクトリー

20 グループホーム（障がい者） リリーフハウス吉川 保802-7

21 グループホーム（障がい者） むさしの家きよみ野 きよみ野2-15-2

22
介護老人福祉施設通所介護（デイサービス）
ショートステイ

特別養護老人ホーム　吉川平成園 加藤187-1

23 介護老人福祉施設通所介護（デイサービス） 特別養護老人ホーム　ききょう苑 飯島274

24 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　みなみの苑 中曽根1559-2

25 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム　ほほえみの家 上内川448-1

26 介護老人保健施設 ケアリングよしかわ 八子新田529

27 グループホーム グループホームみんなの家・吉川きよみ野 きよみ野2-15-1

28 グループホーム グループホーム　なごみ 美南5-7-10

29
グループホーム通所介護（デイサービス）
ショートステイ

ほほえみの家 上内川444-1

30 有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン吉川 木売2-11-3

31 有料老人ホーム イリーゼよしかわ 美南4-18-3

32 有料老人ホーム 夢ホームよしかわ 関新田1-295-1

33 サービス付き高齢者向け住宅 ラフェスタ吉川 平沼963

34 サービス付き高齢者向け住宅 白桜苑吉川 美南1-6-3

35
サービス付き高齢者向け住宅通所介護（デイ
サービス）

医療法人相羽医院　たんぽぽの家 吉川630-1

36 サービス付き高齢者向け住宅 ラフェスタ吉川美南 高久1-31-9

37 サービス付き高齢者向け住宅 日生オアシス吉川 美南1-1-3

38
サービス付き高齢者向け住宅通所介護（デイ
サービス）

エクラシア吉川 吉川585

39 サービス付き高齢者向け住宅 みやこホーム 上笹塚1-13

40 軽費老人ホーム ケアハウス　平成 加藤187-1

41 老人福祉センター 吉川市老人福祉センター 吉川964

42 通所介護（デイサービス） ケアパートナー吉川 道庭1-12-12

43 通所介護（デイサービス） デイサービス寿々喜 川藤3270-1

44 通所介護（デイサービス） リハビリデイ　ねむの木 吉川1-28-1

45 通所介護（デイサービス） ふくしあ　吉川 川野75-2

46 通所介護（デイサービス） 吉川リハビリセンター 道庭1-4-12

47 通所介護（デイサービス） デイサービス　くくのゆ 保866-6

48 通所介護（デイサービス） ツクイ吉川美南 美南4-5-2

49 通所介護（デイサービス） Marvelous Reha 吉川団地1-6-101

50 通所介護（デイサービス） リハビリデイサービス　ＯＮＥ きよみ野2-25-1きよみ野ビル102

51 通所介護（デイサービス） デイサービス花びより 木売588-2

52 通所介護（デイサービス） みやこデイサービス 上笹塚1-14

53 通所介護（デイサービス） デイホーム花咲み 保26-14

54 通所介護（デイサービス）ショートステイ あずみ苑　吉川 保931-1

55 認知症対応通所介護（デイサービス） ふくしあの家 川野75-2

対象施設一覧（平成31年3月28日現在）
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健
康
増
進
課

障
が
い
福
祉
課

長
寿
支
援
課



56 保育所(認可) 吉川市立第1保育所 きよみ野2-22-1

57 保育所(認可) 吉川市立第2保育所 木売新田16

58 保育所(認可) コビープリスクールよしかわ 飯島231

59 保育所(認可) 育暎保育園 高富2-12-6

60 保育所(認可) 青葉保育園 木売新田47

61 保育所(認可) 吉川エンゼル保育園 木売新田423

62 保育所(認可) 吉川つばさ保育園 保1-24-1

63 保育所(認可) コビープリスクールよしかわステーション 木売1-8-3

64 保育所(認可) かほ保育園 美南4-2-3

65 保育所(認可) きらり美南保育園 美南4-26-32

66 保育所(認可) 吉川美南ちとせ保育園 美南5-12-4

67 保育所(認可) つつじ保育園 美南2-23-1

68 保育所(認可) よしかわ杜の保育園 平沼649-1

69 小規模保育事業所（認可） こぐま保育園 木売1-9-8

70 小規模保育事業所（認可） こぐま保育園マミー 保1-4-12

71 小規模保育事業所（認可） ふぇありぃ保育園吉川園 吉川1-8-9

72 小規模保育事業所（認可） ナーサリールームつばさ 保1-8-3ヤマノベ第八ビル1F

73 小規模保育事業所（認可） hoiku縁 美南4-1-1

74 小規模保育事業所（認可） おひさま保育園 吉川1-14-13

75 小規模保育事業所（認可） ふぇありぃ保育園吉川美南園 高富1-5-2パレスK1階

76 保育所(認可外) 八島家庭保育室 保1-36-5

77 保育所(認可外) こぐま保育園フレンズ 木売1-9-4

78 保育所(認可外) ｈｏｉｋｕ縁きのこ組 美南5-9-8

79 保育所(認可外) ひまわりらんど 保1-5-8エンゼルマンション27

80 保育所(認可外) リトルベアー保育園 木売2-7-9

81 幼稚園 吉川あさひ幼稚園 上内川888-2

82 幼稚園 茂幼稚園 吉川564-1

83 幼稚園 ワカマツ幼稚園 鹿見塚131-2

84 幼稚園 越谷保育専門学校附属吉川幼稚園 保780-13

85 幼稚園 吉川ムサシノ幼稚園 美南5-25-1
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