
 

平成２６年度…龍ケ岡は施設増床を実施します。 

 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

龍ケ崎市では高齢者福祉計画・第５期介護保険事業計画の中で特別養護老人ホームの入所

待機者の解消を目的とした特別養護老人ホームの整備事業を進めているところであります。 

	 当施設においては常に、入所待機者が１３０～１５０名と多くの方々に待っていただいて

いる状況にあり、以前から龍ケ岡での増床については地域の皆様から多くの要望が寄せられ

ていました。そう言った状況の中、地域の方々のニーズに応え、高齢者福祉に貢献すべきと、

このたび龍ケ崎市・茨城県の承認もいただき既存敷地内に増床をする運びとなりました。 

工事は７月過ぎから入り今年度中の完成を目指し、平成２７年４月１日にオープンする予

定です。 

工事期間中は、入所（利用）者様を初め、ご家族様には大変なご迷惑をおかけしますが、

なにとぞご協力のほどよろしくお願い致します。 

また地域の皆様にも何かとご迷惑をおかけしますが、ぜひご理解いただきますよう重ねて

お願い申し上げます。 

なお、増築工事の事業概要についてお知らせ致します。 

 

平成２６年５月１日 

 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 茨城県済生会 

特別養護老人ホーム龍ケ岡 
	 施設長	 	 柳林	 順一 

 

 

 

 

 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 『龍ケ岡増床』事業概要	 

	 

１．設置主体及び経営主体	 	 	 	 社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 会長	 	 橋	 本	 	 昌	 	  

２．施設の名称	 	 	 	 	 	 	 	 	 特別養護老人ホーム龍ケ岡（増床及び改築）	 

３．設置予定地	 	 	 	 	 	 	 	 	 茨城県龍ケ崎市中里１丁目１番１７	 

４．施設の種別及び定員	  

 

事	 業	 別 既存（従来型）定員 増床（従来型）定員 合	 計 
特別養護老人ホーム ７０人 ４０人 １１０人 
ショートステイ １０人 ４人 １４人 
デイサービス ４０人  ４０人 

	 

  ５．設置予定地の状況  

   （１）  【地番】              	 	 	 	 	 	 	 【地目】	 	 	   	 【面積】	 

	 	 	 	 	 龍ケ崎市中里１丁目１番１７	 	 	 	 	 （宅地）	 	 	 	 	 ５９２７．０８㎡	 

          龍ケ崎市中里１丁目１番１８	 	 	  	  （宅地）            ２５０．３４㎡	 

                                      	 	       合	 	 	 	 計  	 ６１７７．４２㎡	 

	  （２）所有関係  

         自己所有地	 	 ※東側駐車場に建設します。 

	  （３）用途指定等（都市計画区域） 

 第一種中高層住宅専用地域（医療拠点地区）	 

	  	   

６．増床施設の規模	 

  （１）構造	 	 	 	 	 鉄筋コンクリート造	 ２階建	 

  （２）面積          建築面積	 	 	 ６２５．４７㎡ 

	 	 	                 延床面積   １,０８３．１６㎡	 

     
種	 別 延床面積 部屋の種別 部屋数 定員 

特別養護老人ホーム 1,054.38 ㎡ 
	 従来型個室	 4室 4人 
多床室（4人部屋） 9室 36人 

ショートステイ 108.70 ㎡ 	 従来型個室	 4室 4人 

 
	 ７、その他 
（１）工期………	 2014 年７月中旬～2015 年 3 月 1 日（予定）	 	 

（２）営業開始…	 2015 年 4 月 1 日(最短予定)	 

	 

 


