
(5)　老人福祉センター（老人福祉法　§20-7）
　無料又は低額な料金で、老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設。

№ 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 開設年月日 電話 ＦＡＸ 最寄駅

1 川越市老人福祉センター西後楽会館
ｶﾜｺﾞｴｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾆｼｺｳﾗｸｶｲｶ
ﾝ

川越市「(福)川越市社会
福祉協議会」

川越市 笠幡3574 350-1175 昭54. 7. 5 049-232-6177 049-234-4877 川越線笠幡駅から徒歩20分

2 川越市総合福祉センター ｶﾜｺﾞｴｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ
川越市「(福)川越市社会
福祉協議会」

川越市 小仙波町2-50-2 350-0036 平 7. 7. 1 049-228-0200 049-228-0202
総合福祉センター行市内循環バス（川越シャトル）「総合福祉
センター」下車

3 熊谷市立老人福祉センター別府荘 ｸﾏｶﾞﾔｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾍﾞｯﾌﾟｿｳ
熊谷市「(福)熊谷市社会
福祉協議会」

熊谷市 西別府583-1 360-0857 昭46. 5. 1 048-532-2020 048-532-2020 高崎線熊谷駅から熊谷市内循環バス「別府荘」下車

4 熊谷市立老人福祉センター江南荘 ｸﾏｶﾞﾔｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｺｳﾅﾝｿｳ
熊谷市「(福)熊谷市社会
福祉協議会」

熊谷市 千代118-1 360-0107 昭54. 6. 1 048-536-5600 048-536-5600 高崎線熊谷駅から熊谷市内循環バス「千代東原」下車徒歩15分

5 熊谷市立老人福祉センター上之荘 ｸﾏｶﾞﾔｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｶﾐﾉｿｳ
熊谷市「(福)熊谷市社会
福祉協議会」

熊谷市 上之3022-1 360-0012 昭62. 5.20 048-525-6964 048-525-6964 高崎線熊谷駅から熊谷市内循環バス「上之荘」下車

6 熊谷市立老人福祉センターひかわ荘 ｸﾏｶﾞﾔｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾋｶﾜｿｳ
熊谷市「(福)熊谷市社会
福祉協議会」

熊谷市 弥藤吾1755 360-0203 平 7. 8. 1 048-588-2600 048-588-2608 高崎線熊谷駅から太田行バス「リード前」下車徒歩5分

7 川口市老人福祉センター本町たたら荘
ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾎﾝﾁｮｳﾀﾀﾗｿ
ｳ

(福)川口市社会福祉事業
団

川口市 本町1-5-22 332-0012 昭44. 1. 6 048-223-4765
京浜東北線川口駅東口から徒歩10分又は川口駅東口から元郷エ
ルザタワー循環、鹿浜領家循環「川口郵便局」下車

8 川口市老人福祉センター芝中央たたら荘
ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾊﾞﾁｭｳｵｳﾀ
ﾀﾗｿｳ

(福)川口市社会福祉事業
団

川口市 芝3905 333-0866 昭46. 6.13 048-266-3115
京浜東北線蕨駅東口から東浦和駅行、又は新井宿駅行バス「芝
公民館入口」下車

9 川口市老人福祉センター南平たたら荘
ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾅﾝﾍﾟｲﾀﾀﾗｿ
ｳ

(福)川口市社会福祉事業
団

川口市 末広3-7-21 332-0006 昭52.12. 4 048-223-7790
京浜東北線西川口駅東口から市立高校循環、又はみんななかま
バス（南平線）「南平福祉会館」下車

10 川口市老人福祉センター新郷たたら荘
ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾝｺﾞｳﾀﾀﾗｿ
ｳ

川口市「(福)川口市社会
福祉事業団」

川口市 東本郷1000 334-0063 平30. 4.1 048-283-2405
京浜東北線川口駅東口、又は埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅東口から国
際興業バス「新郷農協」下車

11 川口市老人福祉センター前川たたら荘 ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾏｴｶﾜﾀﾀﾗｿｳ
(福)川口市社会福祉事業
団

川口市 前川4-12-12 333-0842 昭57. 1. 8 048-268-7123
京浜東北線蕨駅東口から川口駅行バス、「前川公民館」下車又
はみんななかまバス（芝線）「前川たたら荘」下車

12 川口市老人福祉センター安行たたら荘
ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｱﾝｷﾞｮｳﾀﾀﾗ
ｿｳ

川口市「(福)川口市社会
福祉事業団」

川口市 安行1194 334-0059 平 4. 4. 7 048-295-9541
京浜東北線西川口駅東口から東川口駅行バス、「花と緑の振興
センター」下車又はみんななかまバス（戸塚・安行循環）「安
行たたら荘」下車

13 川口市老人福祉センター神根たたら荘 ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｶﾐﾈﾀﾀﾗｿｳ
川口市「(福)川口市社会
福祉事業団」

川口市 道合1421 333-0835 平 9. 4.10 048-297-7208 048-297-7156
京浜東北線蕨駅東口から医療センター経由新井宿駅行バス又は
みんななかまバス（神根循環）「神根福祉センター」下車

14 川口市老人福祉センター芝たたら荘 ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾊﾞﾀﾀﾗｿｳ
川口市「(福)川口市社会
福祉事業団」

川口市 伊刈20 333-0865 平10.12. 1 048-264-3501 048-264-3502
京浜東北線蕨駅東口から東浦和駅行バス、医療センター経由新
井宿駅行「伊刈中通り」下車

15 川口市老人福祉センター仲町たたら荘
ｶﾜｸﾞﾁｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾅｶﾁｮｳﾀﾀﾗｿ
ｳ

川口市「(福)川口市社会
福祉事業団」

川口市 仲町15-15 333-0865 平31.4.1 048-229-4444 048-299-5508 川口駅西口より前新田循環又は下笹目行「飯仲小学校」下車

16 さいたま市老人福祉センター和楽荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾜﾗｸｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 緑区三室2458 336-0911 昭45.12.16 048-873-5585 048-873-5547

・浦和駅又は京浜東北線北浦和駅からさいたま市立病院行バス
「さいたま市立病院前」下車徒歩2分
・武蔵野線東浦和駅から馬場折返場経由市立病院行バス「市立
病院」下車徒歩2分

17 さいたま市老人福祉センターいこい荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｲｺｲｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 中央区下落合5-11-12 338-0002 昭47.11.16 048-853-6868 048-853-6868
・埼京線与野本町駅から徒歩7分
・京浜東北線与野駅から徒歩20分

18 さいたま市老人福祉センター寿楽荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾞｭﾗｸｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 桜区下大久保727-1 338-0825 昭54. 9. 1 048-854-2800 048-854-2800

・京浜東北線北浦和駅から埼玉大学行バス「埼玉大学」下車徒
歩7分
・浦和駅から大久保浄水場行バス「下大久保」下車徒歩7分
・埼京線南与野駅から志木駅東口・北朝霞駅・ふじみ野駅東口
（埼玉大学経由）行バス「本村」下車徒歩4分

19 さいたま市老人福祉センターあずま荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｱｽﾞﾏｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 大宮区東町2-105 330-0841 昭58. 4.12 048-642-1266 048-642-1266
大宮駅東口から徒歩15分又はバス（国際興業バスまたは東武バ
ス）「氷川参道」下車徒歩5分



№ 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 開設年月日 電話 ＦＡＸ 最寄駅

20 さいたま市老人福祉センター東楽園 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾄｳﾗｸｴﾝ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 見沼区膝子1151-1 337-0021 昭59. 5.11 048-686-1033 048-686-1033

・東武野田線七里駅からさいたま東営業所行「膝子」下車徒歩7
分
・大宮駅東口からバスで、終点「東部リサイクルセンター」下
車徒歩5分

21 さいたま市老人福祉センター槻寿苑 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾂｷｼﾞｭｴﾝ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 岩槻区笹久保1393 339-0034 昭63. 5.17 048-798-8088 048-798-8089
・東武野田線岩槻駅から東川口駅行バス、埼玉高速鉄道浦和美
園駅から岩槻駅行バス。いずれも「笹久保上」下車徒歩15分

22 さいたま市老人福祉センターしもか荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾓｶｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 北区日進町1-800-105 331-0823 平 5. 7. 1 048-668-1445 048-668-1445
・川越線日進駅下車徒歩15分
・大宮駅西口から三進自動車・平方方面行バス「日進公園」下
車徒歩7分

23 さいたま市老人福祉センター仲本荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾅｶﾓﾄｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 浦和区東仲町28-15 330-0056 平 23. 5. 1 048-762-8441 048-762-8541 浦和駅から徒歩5分

24 ふれあいセンターしらぎく ﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰｼﾗｷﾞｸ (福)育成会 さいたま市 大宮区天沼町1-150-1 330-0834 平 5. 9.11 048-648-4762 048-648-4763 大宮駅東口から徒歩20分

25 さいたま市老人福祉センター馬宮荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾏﾐﾔｿｳ
さいたま市「(福)さいた
ま市社会福祉事業団」

さいたま市 西区西遊馬533-1 331-0061 平14. 5. 7 048-625-8825 048-625-8825
大宮駅西口から指扇駅行、または指扇駅から大宮駅西口行バ
ス。いずれも「馬宮コミュニティセンター」下車徒歩1分

26 さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘 ｻｲﾀﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾑｻｼｳﾗﾜｿｳ
さいたま市「オーエン
ス・アイルグループ」

さいたま市 南区別所7-20-1 336-0021 平25. 4. 1 048-844-7230 048-844-7231 武蔵浦和駅から徒歩2分

27 行田市老人福祉センター大堰永寿荘
ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｵｵｾﾞｷｴｲ
ｼﾞｭｿｳ

行田市「(福)行田市社会
福祉協議会」

行田市 須加3792 361-0004 昭47. 5. 1 048-557-2486 048-557-2486

・秩父線武州荒木駅下車徒歩30分
・市内循環バス（北西循環コース）で秩父線行田市駅前から
「老人福祉センター」下車
・市内循環バス（北東循環コース）で秩父線東行田駅前・武州
荒木駅前から「老人福祉センター」下車

28 行田市老人福祉センター南河原荘
ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾐﾅﾐｶﾞﾜﾗｿ
ｳ

行田市「(福)行田市社会
福祉協議会」

行田市 南河原2611ｰ1 361-0084 昭52. 4.26 048-557-2105
・熊谷駅から犬塚行バス「南河原支所」下車徒歩5分
・市内循環バス（北西循環コース）で秩父線行田市駅前から
「南河原老人福祉センター」下車

29 秩父市老人福祉センター渓流荘 ﾁﾁﾌﾞｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｹｲﾘｭｳｿｳ 秩父市 秩父市 浦山1546 369-1873 平 7. 4. 1 0494-22-7117 秩父線秩父駅から浦山大日堂行バス「渓流荘」下車徒歩1分

30 秩父市大滝老人福祉センター ﾁﾁﾌﾞｼｵｵﾀｷﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ 秩父市 秩父市 大滝1800 369-1901 平 3. 3.25 0494-55-0847 0494-55-0823
秩父線三峰口駅下車西武バス老人福祉センター行「老人福祉セ
ンター」下車

31 所沢市立老人福祉センターうしぬま荘 ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｳｼﾇﾏｿｳ 所沢市 所沢市 牛沼54 359-0026 昭56. 5. 1 04-2998-4741 04-2998-4745
西武線所沢駅から志木駅行・清瀬駅・東所沢駅・エステシティ
所沢（東所沢駅経由）行バス「松井」下車徒歩15分、ところバ
ス「あけぼの橋北」下車徒歩7分

32 所沢市立老人福祉センターあづま荘 ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｱﾂﾞﾏｿｳ 所沢市 所沢市 久米2263-1 359-1131 昭58. 5. 1 04-2928-1466 04-2928-1466 ところバス「吾妻公民館」下車

33
所沢市立老人福祉センターさやまがおか
荘

ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｻﾔﾏｶﾞｵ
ｶｿｳ

所沢市・（公財）所沢市
公共施設管理公社

所沢市 若狭4-2478-4 359-1151 昭59. 6.12 04-2949-1192 04-2902-6133
西武池袋線狭山ヶ丘駅西口から徒歩5分、ところバス「狭山ヶ丘
駅」下車徒歩7分

34 所沢市立老人福祉センター緑寿荘
ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾘｮｸｼﾞｭ
ｿｳ

所沢市・（公財）所沢市
公共施設管理公社

所沢市 緑町3-16-7 359-1111 昭63. 5. 6 04-2928-8415 04-2902-6228
西武新宿線新所沢駅西口から徒歩10分、ところバス「新所沢コ
ミュニティセンター」下車すぐ

35 飯能市老人福祉センター ﾊﾝﾉｳｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
飯能市「(福)飯能市社会
福祉協議会」

飯能市 双柳371-13 357-0021 昭63. 9. 1 042-973-0022 042-973-8941 西武池袋線、JR八高線東飯能駅東口下車徒歩8分

36 本庄市老人福祉センターつきみ荘 ﾎﾝｼﾞｮｳｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾂｷﾐｿｳ
本庄市「本庄ファンクラ
ブ・スマイルサービス共
同体」

本庄市 沼和田127-1 367-0072 昭58. 5.26 0495-22-3696 0495-22-3696 高崎線本庄駅から伊勢崎行バス「坂東橋南詰」下車徒歩5分

37 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ﾝﾀｰ
東松山市「(福)東松山市
社会福祉協議会」

東松山市 松本町1-7-8 355-0014 昭55. 4. 1 0493-23-1251 0493-23-8898 東武東上線東松山駅から徒歩10分

38 東松山市老人福祉センターすわやま荘 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｽﾜﾔﾏｿｳ 東松山市「(福)松仁会」 東松山市 高坂1809-1 355-0047 昭57. 6. 1 0493-34-6440 東武東上線高坂駅から徒歩10分

39 春日部市高齢者福祉センター幸楽荘 ｶｽｶﾍﾞｼｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰｺｳﾗｸｿｳ 春日部市 春日部市 小渕2159 344-0007 昭49. 6. 1 048-754-4018 048-754-4018 東武伊勢崎線北春日部駅から徒歩15分
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40 春日部市高齢者福祉センター寿楽荘 ｶｽｶﾍﾞｼｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾞｭﾗｸｿｳ 春日部市 春日部市 備後西1-13-2 344-0033 昭61. 4. 1 048-737-3033 048-737-3033 東武伊勢崎線一ノ割駅から徒歩10分

41 狭山市立老人福祉センター宝荘 ｻﾔﾏｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾀｶﾗｿｳ
狭山市「(福)狭山市社会
福祉協議会」

狭山市 柏原612 350-1335 昭44. 4.16 04-2952-7777 04-2952-7815
西武新宿線狭山市駅からサイボクハム行きバス「東上宿」下車
徒歩10分

42 狭山市立老人福祉センター寿荘 ｻﾔﾏｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｺﾄﾌﾞｷｿｳ
狭山市「(福)狭山市社会
福祉協議会」

狭山市 加佐志513-2 350-1314 昭57. 4. 1 04-2959-7241 04-2959-7378
西武新宿線新狭山駅から新狭山ハイツ行きバス「新狭山ハイ
ツ」下車徒歩3分

43 狭山市立老人福祉センター不老荘 ｻﾔﾏｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾄｼﾄﾗｽﾞｿｳ
狭山市「(福)狭山市社会
福祉協議会」

狭山市 南入曽737-1 350-1316 平11. 6. 1 04-2957-3502 04-2957-3686 西武新宿線入曽駅下車徒歩15分

44 鴻巣市高齢者福祉センター白雲荘 ｺｳﾉｽｼｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰﾊｸｳﾝｿｳ
鴻巣市「(福)鴻巣市社会
福祉協議会」

鴻巣市 原馬室2917-1 365-0043 昭55. 5.15 048-543-0355 048-543-0355
高崎線鴻巣駅から徒歩45分又は市内循環バス・フラワー号「白
雲荘」下車

45 鴻巣市高齢者福祉センターコスモスの家 ｺｳﾉｽｼｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰｺｽﾓｽﾉｲｴ
鴻巣市「(福)鴻巣市社会
福祉協議会」

鴻巣市 吹上本町5-4-7 369-0115 昭53. 5.20 048-548-4807 048-548-4906 高崎線吹上駅下車徒歩15分

46 鴻巣市高齢者福祉センターひまわり荘 ｺｳﾉｽｼｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰﾋﾏﾜﾘｿｳ
鴻巣市「(福)鴻巣市社会
福祉協議会」

鴻巣市 関新田1300-1 365-0004 平 5.12. 1 048-569-2828 048-569-2828
高崎線鴻巣駅から市内循環バス・フラワー号「ふるさと館」下
車

47 深谷市老人福祉センター福寿荘 ﾌｶﾔｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾌｸｼﾞｭｿｳ 深谷市 深谷市 沼尻482-1 366-0017 平 2. 4. 1 048-573-2940 048-573-2940
高崎線深谷駅下車市内循環バス「深谷駅北口」から北部定期
シャトル便「福寿荘前」下車徒歩1分

48 上尾市老人福祉センターことぶき荘 ｱｹﾞｵｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｺﾄﾌﾞｷｿｳ
上尾市「(福)上尾市社会
福祉協議会」

上尾市 平塚724 362-0011 昭63. 5. 1 048-776-2265 048-772-8647
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

49 草加市総合福祉センター　であいの森 ｿｳｶｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰﾃﾞｱｲﾉﾓﾘ
草加市「(福)草加市社会
福祉事業団」

草加市 柿木町261-1 340-0001 平 4.10.20 048-936-2791 048-936-2792
東武伊勢崎線獨協大学前駅東口からパリポリくんバス柿木公民
館行バス〈北東ルート〉「そうか公園」下車徒歩3分

50
草加市高年者福祉センター　ふれあいの
里

ｿｳｶｼｺｳﾈﾝｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰ　ﾌﾚｱｲﾉｻﾄ
草加市「(福)草加市社会
福祉事業団」

草加市 新里町106-6 340-0031 平17. 9.26 048-920-6222 048-920-6251
東武伊勢崎線谷塚駅西口からパリポリくんバス見沼代親水公園
駅行〈南西ルート〉「ふれあいの里」下車徒歩1分

51 越谷市立老人福祉センターけやき荘 ｺｼｶﾞﾔｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｹﾔｷｿｳ
越谷市社会福祉協議会・
シンコースポーツグルー
プ

越谷市 新川町2-55 343-0852 昭59. 4. 1 048-965-5822 048-965-5892
東武伊勢崎線越谷駅西口から県民健康福祉村行バス「けやき
荘」下車

52 越谷市立老人福祉センターくすのき荘 ｺｼｶﾞﾔｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｸｽﾉｷｿｳ
越谷市社会福祉協議会・
シンコースポーツグルー
プ

越谷市 大杉655 343-0005 平 5. 5. 6 048-979-6600 048-979-6680
東武伊勢崎線北越谷駅東口又はせんげん台駅東口から老人福祉
センター行バス「老人福祉センターくすのき荘」下車

53 越谷市立老人福祉センターゆりのき荘 ｺｼｶﾞﾔｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾕﾘﾉｷｿｳ
越谷市社会福祉協議会・
シンコースポーツグルー
プ

越谷市 増林3-2-2 343-0011 平14.11.14 048-992-6601 048-967-0012

・東武伊勢崎線越谷駅東口から「いきいき館」終点下車又は「総合公
園」行き「総合体育館前」下車徒歩３分
・JR武蔵野線南越谷駅南口から東埼玉テクノポリス行きまたは松伏ター
ミナル行きバス「総合体育館前」下車徒歩３分
・JR武蔵野線越谷レイクタウン駅北口からタローズ本社前行バス「総合
体育館前」下車徒歩3分

54 越谷市立老人福祉センターひのき荘 ｺｼｶﾞﾔｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾋﾉｷｿｳ
越谷市社会福祉協議会・
シンコースポーツグルー
プ

越谷市 川柳町2-507-1 343-0827 平27.12.1 048-973-7903 048-973-7904
JR武蔵野線南越谷駅からひのき荘行バス「ひのき荘」下車、越谷南体育
館行バス「伊原」下車徒歩3分、越谷ハートフルクリニック行バス「伊
原」下車徒歩3分、草加東高校行バス「伊原」下車徒歩3分

55 蕨市老人福祉センター松原会館 ﾜﾗﾋﾞｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾏﾂﾊﾞﾗｶｲｶﾝ (福)蕨市社会福祉協議会 蕨市 錦町3-3-41 335-0005 昭45. 9.17 048-443-6542 048-433-1868
埼京線北戸田駅下車徒歩20分又は京浜東北線蕨駅からぷらっと
わらび西ルート「総合社会福祉センター」下車徒歩3分

56 蕨市老人福祉センターけやき荘 ﾜﾗﾋﾞｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｹﾔｷｿｳ 蕨市 蕨市 塚越5-6-10 335-0002 昭60. 4. 1 048-441-0705 048-441-0705
京浜東北線蕨駅下車徒歩15分又はぷらっとわらび東ルート「東
公民館」下車徒歩4分

57 入間市老人福祉センターやまゆり荘 ｲﾙﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾔﾏﾕﾘｿｳ 入間市 入間市 宮寺2655-1 358-0014 平5 .5. 28 04-2934-5315 04-2934-5438
西武池袋線入間市駅から①箱根ヶ崎行き又は入間市博物館行き
バス「大森」下車徒歩10分、②市コミュニティバスてぃーろー
ど・南コース「やまゆり荘」下車

58 朝霞市溝沼老人福祉センター ｱｻｶｼﾐｿﾞﾇﾏﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
朝霞市「(福)朝霞市社会
福祉協議会」

朝霞市 溝沼7-13-11 351-0023 昭48. 2.20 048-464-5488 048-464-5494
武蔵野線北朝霞駅・東武東上線朝霞台駅徒歩15分、市内循環バ
スで「溝沼老人福祉センター」下車

59 朝霞市浜崎老人福祉センター ｱｻｶｼﾊﾏｻｷﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
朝霞市「(福)朝霞市社会
福祉協議会」

朝霞市
浜崎51-1    朝霞市
総合福祉センター2Ｆ

351-8560 平12 .5. 2 048-486-2476 048-486-2414
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
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60 志木市福祉センター ｼｷｼﾌｸｼｾﾝﾀｰ
志木市「(福)志木市社会
福祉協議会」

志木市
上宗岡1-5-1　志木市
総合福祉センター2階

353-0001 昭51.4.26 048-473-7569 048-487-6765
東武東上線志木駅から「宗岡循環（宿先周り」、「南与野駅西
口」行バス「志木高校入口」下車徒歩3分

61 志木市第二福祉センター ｼｷｼﾀﾞｲﾆﾌｸｼｾﾝﾀｰ
志木市「(福)志木市社会
福祉協議会」

志木市 柏町3-5-1 353-0007 平 3 10. 1 048-476-4122 048-476-4000
東武東上線柳瀬川駅下車徒歩15分。または、柳瀬川駅から国際
興業バス志木駅東口行き「第二福祉センター前」下車

62 和光市新倉高齢者福祉センター ﾜｺｳｼﾆｲｸﾗｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾﾝﾀｰ
和光市「ミアヘルサ株式
会社」

和光市 新倉1-20-39 351-0115 昭51. 4. 1 048-465-3800 048-465-9348 東武東上線和光市駅から徒歩7分

63
和光市総合福祉会館（高齢者福祉セン
ター）

ﾜｺｳｼｿｳｺﾞｳﾌｸｼｶｲｶﾝ(ｺｳﾚｲｼｬﾌｸｼｾ
ﾝﾀｰ)

和光市「（福）和光市社
会福祉協議会」

和光市 南1-23-1 351-0104 平17  4. 1 048-452-7106 048-452-7107
東武東上線和光市駅下車徒歩35分又は司法研修所循環バス司法
研修所前下車徒歩2分

64 新座市老人福祉センター(えがおの里） ﾆｲｻﾞｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ(ｴｶﾞｵﾉｻﾄ）
新座市「帝国ビル管理協
同組合」

新座市 堀ノ内2-3-45 352-0023 昭49. 7. 2 048-477-0311 048-481-1522

東武東上線志木駅南口からひばりヶ丘駅北口行バス「福祉セン
ター入口」下車徒歩5分
市内循環バス（にいバス）の西コース及び東コース「老人福祉
センター」下車

65
新座市第二老人福祉センター（元気の
里）

ﾆｲｻﾞｼﾀﾞｲﾆﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ(ｹﾞﾝｷﾉ
ｻﾄ）

新座市「帝国ビル管理協
同組合」

新座市 大和田4-18-41 352-0004 令2. 1. 16 048-458-3300 048-478-3800

東武東上線志木駅南口から西武バスで新座団地南、跡見女子
大、ひばりが丘駅北口、福祉センター入口行き「新座団地入
口」下車徒歩5分、または、東武バスで新座団地、新座車庫行き
「新座団地入口」下車徒歩5分
西武池袋線ひばりが丘駅北口から西武バスで志木駅南口行き
「新座団地入口」下車徒歩5分
市内循環バス（にいバス）の北コース及び西コース「第二老人
福祉センター」下車

66 新座市福祉の里老人福祉センター ﾆｲｻﾞｼﾌｸｼﾉｻﾄﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ 新座市 新座市 新塚1-4-5 352-0013 平 5. 7. 1 048-481-5002 048-481-3303
東武東上線朝霞駅から大泉学園行バス「新座総合技術高校前」
下車徒歩3分
市内循環バス（にいバス）の東コース「栄公民館前」下車

67 桶川市老人福祉センター ｵｹｶﾞﾜｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
桶川市「(福)桶川市社会
福祉協議会」

桶川市 末広2-8-29 363-0012 昭52. 4. 1 048-728-1122 048-728-2415 市内循環バス｢総合福祉センター」下車

68
北本市健康増進センター内老人福祉セン
ター

ｷﾀﾓﾄｼｹﾝｺｳｿﾞｳｼﾝｾﾝﾀｰﾅｲﾛｳｼﾞﾝﾌｸ
ｼｾﾝﾀｰ

北本市「(公社)北本市シ
ルバー人材センター」

北本市 中丸10-55 364-0013 昭53.12. 6 048-591-8251 048-591-8251 高崎線北本駅から徒歩35分

69 八潮市老人福祉センター寿楽荘 ﾔｼｵｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾞｭﾗｸｿｳ
八潮市「(福)八潮市社会
福祉協議会」

八潮市 木曽根322 340-0813 昭52. 1.10 048-995-2847 048-995-2030
つくばエクスプレス八潮駅からコミュニティバス「寿楽荘」下
車徒歩1分

70 八潮市老人福祉センターすえひろ荘 ﾔｼｵｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｽｴﾋﾛｿｳ
八潮市「(福)八潮市社会
福祉協議会」

八潮市 八条665 340-0801 昭60. 4. 1 048-936-9181 048-936-9181
つくばエクスプレス八潮駅からコミュニティバス「コミュニ
ティセンター」下車徒歩1分

71 富士見市老人福祉センターびん沼荘 ﾌｼﾞﾐｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾋﾞﾝﾇﾏｿｳ
富士見市「(特非)ワー
カーズコープ」

富士見市 東大久保3655 354-0001 昭48. 5. 1 049-252-4810 049-253-6012
東武東上線鶴瀬駅から富士見市内循環バス「老人センター」下
車

72 ふじみ野市立おおい老人福祉センター ﾌｼﾞﾐﾉｼﾘﾂｵｵｲﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
ふじみ野市「日本環境ク
リアー(株)埼玉西営業
所」

ふじみ野市 大井中央2-2-1 356-0058 平14. 7. 1 049-264-8518 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

73 三郷市立岩野木老人福祉センター ﾐｻﾄｼﾘﾂｲﾜﾉｷﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
三郷市「(福)三郷市社会
福祉協議会」

三郷市 岩野木123-2 341-0031 昭54. 4.11 048-953-3500 048-953-3574
武蔵野線三郷駅から大膳橋経由・金町駅行バス「岩野木橋」下
車徒歩3分

74 三郷市立彦沢老人福祉センター ﾐｻﾄｼﾘﾂﾋｺｻﾜﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
三郷市「(福)三郷市社会
福祉協議会」

三郷市 彦沢1-201 341-0057 平 3. 5. 1 048-953-5588 048-953-5614
つくばエクスプレス三郷中央駅からピアラシティみさと行バス
「彦沢1丁目北」下車徒歩7分

75 三郷市立戸ヶ崎老人福祉センター ﾐｻﾄｼﾘﾂﾄｶﾞｻｷﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
三郷市「(福)三郷市社会
福祉協議会」

三郷市 戸ヶ崎3-530-2 341-0044 平 6.11.10 048-956-8000 048-956-8002
武蔵野線三郷駅から金町駅南口行、又は、つくばエクスプレス
三郷中央駅から金町駅南口行バスで「戸ヶ崎老人福祉センター
前」下車徒歩１分

76 蓮田市立老人福祉センター ﾊｽﾀﾞｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ 蓮田市「(福)昭仁会」 蓮田市 蓮田4-236 349-0115 昭53. 4.10 048-769-1455 048-768-2055 宇都宮線蓮田駅から徒歩20分（市内循環送迎バス有）

77 坂戸市立老人福祉センター城山荘 ｻｶﾄﾞｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｼﾛﾔﾏｿｳ
坂戸市「(公社)坂戸市シ
ルバー人材センター」

坂戸市 多和目1411 350-0246 昭51. 5. 1 049-285-9611 049-287-5041
東武東上線坂戸駅から市民バスしろやま線・おおや線「城山
荘」下車、東武越生線川角駅からしろやま線・おおや線「城山
荘」下車

78 坂戸市立老人福祉センターことぶき荘 ｻｶﾄﾞｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｺﾄﾌﾞｷｿｳ
坂戸市「(公社)坂戸市シ
ルバー人材センター」

坂戸市 赤尾2149-1 350-0201 昭62. 5. 1 049-283-0223 049-283-0412
東武東上線坂戸駅から市民バスすぐろ線「ことぶき荘」下車、
若葉駅からみよしの線「ことぶき荘」下車
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79 幸手市老人福祉センター ｻｯﾃｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ 幸手市 幸手市 木立1513 340-0123 昭61. 4.17 0480-47-1126 0480-47-1126 東武日光線幸手駅からタクシー10分

80 鶴ヶ島市老人福祉センター逆木荘 ﾂﾙｶﾞｼﾏｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｻｶｻｷﾞｿｳ
鶴ヶ島市「(公社)鶴ヶ島
市シルバー人材セン
ター」

鶴ヶ島市 三ツ木935-1 350-2217 昭54.11. 1 049-286-3301 049-271-5298
東武東上線若葉駅からつるバス南北線「老人福祉センター」下
車

81 吉川市老人福祉センター ﾖｼｶﾜｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
NPO法人たすけあい・よし
かわ

吉川市 吉川964 342-0055 昭54. 4.11 048-982-7717 048-982-7721
武蔵野線吉川駅からおあしす行バス「吉川ネオポリス」下車徒
歩1分

82 伊奈町老人福祉センター ｲﾅﾏﾁﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
伊奈町「アイル・コーポ
レーション(株)」

北足立郡伊奈町 中央五丁目179番地 362-0806 昭56. 6.10 048-722-9111 埼玉新都市交通伊奈中央駅下車徒歩10分

83 三芳町ふれあいセンター ﾐﾖｼﾏﾁﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ 三芳町 入間郡三芳町 北永井381-1 354-0044 平28.10.1 049-258-7211 049-257-5776
東武東上線鶴瀬駅から三芳中学校経由みずほ台駅西口折り返し
線バス「三芳小学校」下車徒歩5分

84 毛呂山町老人福祉センター山根荘 ﾓﾛﾔﾏﾏﾁﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾔﾏﾈｿｳ
毛呂山町「(福)埼玉医療
福祉会」

入間郡毛呂山町 阿諏訪1527-1 350-0455 昭52. 4. 1 049-294-5545 049-294-5645 八高線毛呂駅下車徒歩15分

85 吉見町老人福祉センター荒川荘 ﾖｼﾐﾏﾁﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｱﾗｶﾜｿｳ
吉見町「(福)吉見町社会
福祉協議会」

比企郡吉見町 大串2843 355-0134 昭57.11. 6 0493-54-4768 0493-54-7475 高崎線北本駅から荒川荘行バス「荒川荘」下車すぐ

86 川島町老人福祉センターやすらぎの郷 ｶﾜｼﾞﾏﾏﾁﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾔｽﾗｷﾞﾉｻﾄ
川島町「(福)川島町社会
福祉協議会」

比企郡川島町 曲師402-1 350-0146 平 1. 4. 1 049-299-6630 049-299-6730 東武東上線川越駅から桶川行バス「釘無」下車徒歩10分

87
鳩山町総合福祉センターはあとらんど鳩
山

ﾊﾄﾔﾏﾏﾁｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰﾊｱﾄﾗﾝﾄﾞﾊﾄ
ﾔﾏ

鳩山町「(福)鳩山町社会
福祉協議会」

比企郡鳩山町 大豆戸183-5 350-0324 平 7. 4.26 049-296-5000 049-296-0363
東武東上線坂戸駅から大橋行バス「保健センター前」下車徒歩1
分

88 横瀬町総合福祉センター ﾖｺｾﾞﾏﾁｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ 横瀬町 秩父郡横瀬町 横瀬1240 368-0072 昭61. 4.25 0494-25-0083 0494-22ｰ9088 西武秩父線横瀬駅下車徒歩20分

89 皆野町老人福祉センター長生荘 ﾐﾅﾉﾏﾁﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰﾁｮｳｾｲｿｳ 皆野町 秩父郡皆野町 大渕103-1 369-1623 昭57. 3.31 0494-62-4625 秩父鉄道皆野駅から町営バス「長生荘」下車

90 神川町総合福祉センターいこいの郷 ｶﾐｶﾜﾏﾁｿｳｺﾞｳﾌｸｼｾﾝﾀｰｲｺｲﾉｻﾄ 神川町 児玉郡神川町 関口90 367-0246 平12. 5.23 0495-74-1155 0495-74-1156
八高線丹荘駅下車徒歩3分又は高崎線本庄駅から神泉総合支所行
バス「丹荘駅入口」下車徒歩1分

91
上里町立老人福祉センターかみさと荘
R3.4.1～休止

ｶﾐｻﾄﾁｮｳﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｶﾐｻﾄｿｳ
上里町「(福)上里町社会
福祉協議会」

児玉郡上里町 七本木286 369-0306 昭50. 3.13 0495-33-0789 0495-33-0789 高崎線神保原駅下車徒歩25分

92 寄居町老人福祉センターかわせみ荘 ﾖﾘｲﾏﾁﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰｶﾜｾﾐｿｳ
寄居町「(福)寄居町社会
福祉協議会」

大里郡寄居町 保田原321 369-1221 昭57. 4. 1 048-581-3861 東武東上線鉢形駅下車徒歩15分

93 白岡市老人福祉センター ｼﾗｵｶｼﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ
白岡市「株式会社明日
葉」

白岡市 高岩2177 349-0213 昭57. 4. 1 0480-92-1205 宇都宮線新白岡駅下車徒歩15分

94 久喜市菖蒲老人福祉センター ｸｷｼｼｮｳﾌﾞﾛｳｼﾞﾝﾌｸｼｾﾝﾀｰ 久喜市 久喜市 菖蒲町三箇2904 346-0104 昭55. 4.18 0480-85-1205 0480-85-1205
宇都宮線久喜駅西口から菖蒲仲橋行バス「モラージュ菖蒲前」
下車徒歩20分

95 久喜市鷲宮福祉センター ｸｷｼﾜｼﾉﾐﾔﾌｸｼｾﾝﾀｰ 久喜市 久喜市 鷲宮6-1-5 340-0217 昭51. 7. 1 0480-58-6666 0480-58-6972 宇都宮線東鷲宮駅西口下車徒歩20分

96 松伏町北部サービスセンター ﾏﾂﾌﾞｼﾏﾁﾎｸﾌﾞｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 松伏町 松伏町 築比地678-4 343-0102 昭57. 3.18 048-992-1777 048-992-1777
東武伊勢崎線せんげん台駅から「大正大学」行きバス乗車
登戸（のぼっと）バス停下車　徒歩5分

計 公立　90 私立　6


