（12）

福祉センター及び福祉会館

市町村地域において地域住民に対し、社会福祉その他住民の生活の維持向上のための各種相談、レクリェーション、会議等の場を提供する。
№
所在地（市町村）
所在地
施設名
施設名（ｶﾅ）
設置主体及び「経営主体」

1 鳩ヶ谷福祉センター

ﾊﾄｶﾞﾔﾌｸｼｾﾝﾀｰ

川口市「（福）川口市社
川口市
会福祉事業団」

桜町6-4-5

郵便番号

認可年月日

電話

ＦＡＸ

最寄駅

334-0001 昭46. 9. 1

京浜東北線西川口駅東口から鳩ヶ谷公団住
048-283-1619 048-299-4861
宅行バス「桜町１丁目」下車

2 上尾市総合福祉センター

ｱｹﾞｵｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ 上尾市

上尾市

平塚724

362-0011 昭63. 5. 1

JR高崎線上尾駅東口下車徒歩30分、あさ
ひバス伊奈役場行き「北の下」下車徒歩3
048-773-7155 048-772-8647 分、市内循環バスぐるっとくん原市循環
または東西循環「総合福祉センター」下
車

3 戸田市立西部福祉センター

ﾄﾀﾞｼﾘﾂｾｲﾌﾞﾌｸｼｾﾝﾀｰ 戸田市

戸田市

美女木5-2-16

335-0031 昭47. 3.15

048-421-3024 048-421-3060

コミュニティバス（美笹循環）
「美笹支所」下車

4 戸田市立東部福祉センター

ﾄﾀﾞｼﾘﾂﾄｳﾌﾞﾌｸｼｾﾝﾀｰ

戸田市

下前1-2-20

335-0016 昭49. 3.30

048-443-1021 048-443-1020

コミュニティバス（川岸循環）
「中町２丁目」下車徒歩5分

5 加須市大利根総合福祉会館

ｶｿﾞｼｵｵﾄﾈｿｳｺﾞｳﾌｸｼｶｲ 加須市「(福)加須市
ｶﾝ
社会福祉協議会」

加須市

琴寄903

349-1133 昭51. 7. 1

0480-72-5069 0480-72-1716 宇都宮線栗橋駅下車タクシー10分

6 戸田市立新曽福祉センター

ﾄﾀﾞｼﾘﾂﾆｲｿﾞﾌｸｼｾﾝﾀｰ 戸田市

戸田市

新曽1395

335-0021 昭52. 5.11

048-445-1811 048-445-1812

コミュニティバス（西循環）
「戸田翔陽高校」下車徒歩7分

7 秩父市福祉女性会館

ﾁﾁﾌﾞｼﾌｸｼｼﾞｮｾｲｶｲｶﾝ 秩父市

秩父市

野坂町1-13-14

368-0033 昭52. 5.31

0494-22-1050

西武秩父線西武秩父駅から徒歩７分

8 東松山市市民福祉センター

ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼｼﾐﾝﾌｸｼｾ 東松山市「(福)東松山
ﾝﾀｰ
市社会福祉協議会」

東松山市

松本町1-7-8

355-0014 昭55. 5. 1

0493-23-1251 0493-23-8898 東武東上線東松山駅から徒歩10分

9 やすらぎ会館

ﾔｽﾗｷﾞｶｲｶﾝ

川口市

南鳩ケ谷6-8-16

334-0013 昭58. 5.15

048-285-2050 048-286-0026 五丁目循環バス「中居」下車徒歩５分又は埼玉高速

戸田市

川口市「(福)川口市社
会福祉協議会」

-

京浜東北線西川口駅から南鳩ヶ谷駅入口経由朝日
鉄道南鳩ヶ谷駅下車徒歩５分

10 秩父市総合福祉施設羊山センター

ﾁﾁﾌﾞｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｼｾﾂﾋ (福)秩父市社会福祉協
秩父市
ﾂｼﾞﾔﾏｾﾝﾀｰ
議会

11 狭山市社会福祉会館

ｻﾔﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼｶｲｶﾝ

12 飯能市総合福祉センター

ﾊﾝﾉｳｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ 飯能市

13 庄和社会福祉センター

ｼｮｳﾜｼｬｶｲﾌｸｼｾﾝﾀｰ

14 地域福祉活動センター

大宮6254

368-0023 昭61. 4. 1

0494-23-2325 0494-23-2352 西武秩父線西武秩父駅から徒歩15分

狭山市

入間川2-4-13

350-1305 昭63. 4. 1

04-2954-0294 04-2954-4343 西武新宿線狭山市駅西口下車徒歩７分

飯能市

双柳371-13

357-0021 昭63. 9. 1

042-973-0022 042-973-8941

(福)春日部市社会福祉
春日部市
協議会

米崎389-3

344-0124 平 3. 4. 1

048-745-1030 048-745-0761 東武野田線南桜井駅南口下車徒歩20分

ﾁｲｷﾌｸｼｶﾂﾄﾞｳｾﾝﾀｰ

(福)桶川市社会福祉協
桶川市
議会

末広2-8-8

363-0012 平 3. 6.24

048-728-2221 048-728-2313 市内循環バス「総合福祉センター」下車

15 北本市総合福祉センター

ｷﾀﾓﾄｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ

北本市「(福)北本市社
会福祉協議会」

北本市

高尾1-180

364-0034 平 4. 7. 1

048-593-2961 048-592-9442 高崎線北本駅下車徒歩20分

16 彩の国いきいきセンターすぎとピア

ｻｲﾉｸﾆｲｷｲｷｾﾝﾀｰｽｷﾞﾄ
杉戸町
ﾋﾟｱ

北葛飾郡杉戸町

堤根4742-1

345-0024 平 6.10. 1

0480-33-8192 0480-36-1687

東武スカイツリーライン東武動物公園駅下車
徒歩30分

17 秩父市ふれあいセンター

ﾁﾁﾌﾞｼﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ

秩父市

中村町3-12-23

368-0051 平 7. 4. 1

0494-22-9132

秩父線秩父駅下車徒歩20分

18 さいたま市大宮ふれあい福祉センター

ｻｲﾀﾏｼｵｵﾐﾔﾌﾚｱｲﾌｸｼ さいたま市「(福)さいた
さいたま市
ｾﾝﾀｰ
ま市社会福祉事業団」

狭山市「(福)狭山市社
会福祉協議会」

秩父市

大宮区土手町1-213-1 330-0801 平 7. 5.29

-

048-667-0698 048-667-1300

西武池袋線、ＪＲ八高線東飯能駅東口下車徒
歩8分

大宮駅東口から宮原駅東口行又は上尾駅東
口行バス｢北大宮駅入口｣下車徒歩５分

№

施設名

施設名（ｶﾅ）

設置主体及び「経営主体」

19 蕨市総合社会福祉センター

ﾜﾗﾋﾞｼｿｳｺﾞｳｼｬｶｲﾌｸｼｾ 蕨市「(福)蕨市社会福
ﾝﾀｰ
祉協議会」

20 さいたま市健康福祉センター西楽園

所在地（市町村）

郵便番号

認可年月日

電話

ＦＡＸ

最寄駅

埼京線北戸田駅下車徒歩20分又は京浜東北
048-432-6760 048-441-5405 線蕨駅から蕨市コミュニティバスぷらっとわら
び西ルート「総合社会福祉センター」下車
川越線指扇駅・西大宮駅又は高崎線宮原駅
048-624-0486 048-624-4757
から無料送迎バス

錦町3-3-27

335-0005 平 7. 6.20

ｻｲﾀﾏｼｹﾝｺｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ さいたま市「シンコース
さいたま市
ｾｲﾗｸｴﾝ
ポーツ（株）」

西区宝来60-1

331-0074 平 8. 7. 5

21 日高市総合福祉センター高麗の郷

ﾋﾀﾞｶｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰｺ 日高市「(福)日高市社
ﾏﾉｻﾄ
会福祉協議会」

日高市

楡木201

350-1235 平 8.10. 1

八高線･川越線高麗川駅下車徒歩25分又は
042-985-9988 042-985-1411 八高線･川越線高麗川駅から飯能駅行バス｢
総合福祉センター前｣下車

22 行田市総合福祉会館

ｷﾞｮｳﾀﾞｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｶｲｶ 行田市「(福)行田市社
ﾝ
会福祉協議会」

行田市

大字酒巻1737-1

361-0002 平 9.10.31

048-557-5400 048-557-5411

秩父線行田市駅から市内循環バス「総合福祉
会館」下車

23 久喜市健康福祉センター

ｸｷｼｹﾝｺｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ

久喜市

久喜市

間鎌255-1

349-1123 平 9.12. 6

0480-52-8787 0480-55-3280

宇都宮線･東武日光線栗橋駅東口から徒歩
20分

ｵｶﾞﾜﾏﾁｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝ
ﾀｰﾊﾟﾄﾘｱｵｶﾞﾜ

小川町

比企郡小川町

腰越618

355-0327 平10. 4. 1

0493-74-2323 0493-74-2343

東武東上線･八高線小川町駅から白石車庫･
皆谷行バス｢パトリアおがわ｣下車

25 ふれあいセンター久喜

ﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰｸｷ

久喜市

久喜市

青毛753番地1

346-0011 平10. 4. 1

宇都宮線･東武伊勢崎線久喜駅東口から青葉
0480-25-1010 0480-25-1022 団地循環、朝日バス車庫行バス「県営住宅入
口」下車徒歩すぐ

26 春日部市総合福祉センター

ｶｽｶﾍﾞｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝ
ﾀｰ

春日部市

春日部市

中央2-24-1

344-0067 平11. 1. 4

048-762-1081 048-752-3716 東武野田線八木崎駅下車徒歩10分

27 三郷市健康福祉会館

ﾐｻﾄｼｹﾝｺｳﾌｸｼｶｲｶﾝ

三郷市

三郷市

花和田638-1

341-8501 平11. 4. 1

つくばエクスプレス線三郷中央駅下車徒歩15
048-953-1111
048-953-8311 分又はＪＲ武蔵野線三郷駅北口から三郷中央
（代表）
駅行きバス「三郷市役所」下車徒歩3分

28 朝霞市総合福祉センター

ｱｻｶｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ

朝霞市「(福)朝霞市社
会福祉協議会」

朝霞市

浜崎51-1

351-8560 平12. 4. 1

048-486-2475 048-486-2480

埼玉県

さいたま市

浦和区針ヶ谷4-2-65

330-0075 平13. 4. 1

048-831-1550 048-822-3078 京浜東北線与野駅下車徒歩10分

24

小川町総合福祉センターパトリアおが
わ

蕨市

所在地

武蔵野線北朝霞駅・東武東上線朝霞台駅か
ら市内循環バスで「わくわくどーむ」下車

29

埼玉県社会福祉総合センター(彩の国
ｻｲﾉｸﾆｽｺﾔｶﾌﾟﾗｻﾞ
すこやかプラザ)

30

嵐山町活き活きふれあいプラザやすら ﾗﾝｻﾞﾝﾏﾁｲｷｲｷﾌﾚｱｲﾌﾟ
嵐山町
ぎ
ﾗｻﾞﾔｽﾗｷﾞ

比企郡嵐山町

吉田1951-1

355-0202 平14. 2. 1

0493-61-0456 0493-61-0456 東武東上線武蔵嵐山駅下車タクシー10分

31

富士見市高齢者いきいきふれあいセン ﾌｼﾞﾐｼｺｳﾚｲｼｬｲｷｲｷﾌﾚ
富士見市
ター
ｱｲｾﾝﾀｰ

富士見市

鶴瀬西2-8-2

354-0026 平14. 4. 1

049-252-0830

－

東武東上線鶴瀬駅下車徒歩10分

32 ふじみ野市立大井総合福祉センター

ﾌｼﾞﾐﾉｼﾘﾂｵｵｲｿｳｺﾞｳﾌｸ ふじみ野市「日本環境
ふじみ野市
ｼｾﾝﾀｰ
クリアー（株）」

大井中央2-2-1

356-0058 平14. 4. 1

049-266-1111 049-266-1112

東武東上線ふじみ野駅から東武バス「大井循
環」、「大井総合支所」下車徒歩１分

33 飯能市南高麗福祉センター

ﾊﾝﾉｳｼﾐﾅﾐｺﾏﾌｸｼｾﾝ
ﾀｰ

飯能市

飯能市

上畑202

357-0053 平14. 4. 1

042-983-4380 042-983-4381

西武池袋線飯能駅から間野黒指行きバス「上
畑」下車徒歩３分

34 飯能市原市場福祉センター

ﾊﾝﾉｳｼﾊﾗｲﾁﾊﾞﾌｸｼｾﾝ
飯能市
ﾀｰ

飯能市

原市場599

357-0124 平14. 4. 1

042-970-1122 042-977-1208

西武池袋線飯能駅から名郷、湯の沢、名栗車
庫、上赤沢行きバス「原市場」下車徒歩２分

35 吉見町福祉会館

ﾖｼﾐﾏﾁﾌｸｼｶｲｶﾝ

比企郡吉見町

大字下細谷1216-1

355-0118 平17. 4. 1

0493-54-1511 0493-54-4970

東武東上線東松山駅から鴻巣免許センター
行バス「比企吉見農協前」下車徒歩10分

さいたま市「(公社)さい
ｻｲﾀﾏｼｺｳﾚｲｼｬｲｷｶﾞｲｶ
たま市シルバー人材セ さいたま市
ﾂﾄﾞｳｾﾝﾀｰ
ンター」

北区植竹町1-593-1

331-0813 平19. 4. 1

宇都宮線土呂駅下車徒歩15分又は大宮駅か
048-667-2225 048-667-2225 ら上尾車庫・上尾駅東口行バス「警察学校入
口」下車徒歩5分

37 秩父市影森福祉交流センター

ﾁﾁﾌﾞｼｶｹﾞﾓﾘﾌｸｼｺｳﾘｭｳ
秩父市
ｾﾝﾀｰ

秩父市

上影森759-2

369-1872 平12. 4. 1

0494-25-2230

秩父線影森駅下車徒歩15分

38 秩父市高篠福祉交流センター

ﾁﾁﾌﾞｼﾀｶｼﾉﾌｸｼｺｳﾘｭｳ
秩父市
ｾﾝﾀｰ

秩父市

栃谷369-1

368-0002 平13. 4. 1

0494-25-7001

西武秩父線西武秩父駅から定峰行バス「栃
谷」下車徒歩6分

36

さいたま市高齢者生きがい活動セン
ター

吉見町

№

施設名

施設名（ｶﾅ）

設置主体及び「経営主体」

所在地（市町村）

所在地

郵便番号

認可年月日

電話

ＦＡＸ

最寄駅

39 草加市立社会福祉活動センター

草加市「(公社)草加市
ｿｳｶｼｼｬｶｲﾌｸｼｶﾂﾄﾞｳｾ
シルバー人材セン
ﾝﾀｰ
ター」

草加市

手代2-17-17

340-0021 昭63.3.31

東武伊勢崎線草加駅東口から東武バス手代
町循環（手代町南経由）行きバス「手代中央公
048-928-9211 048-928-9209 園入口」下車徒歩１分又は東武伊勢崎線谷塚
駅東口から東武バス草加駅東口行きバス「社
会福祉活動センター入口」下車徒歩３分

40 伊奈町ふれあい福祉センター伊奈の森

ｲﾅﾏﾁﾌﾚｱｲﾌｸｼｾﾝﾀｰｲ
伊奈町
ﾅﾉﾓﾘ

伊奈町

中央一丁目93番地

362-0809 平25．4．1

伊奈中央駅出口から徒歩約6分
048-723-2947 048-723-6575 志久駅出口から徒歩約13分
羽貫駅出口から徒歩約20分

計

公立 36

私立 4

