
埼玉県内地域包括支援センター一覧（全体：令和４年４月１日現在）

No 所在市町村 施設名 フリガナ 運営 社協 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 最寄駅（アクセス）

1 さいたま市
西区北部圏域
地域包括支援センター三恵苑

ﾆｼｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻﾝｹｲｴﾝ 委託 社会福祉法人 三恵会 331-0077
さいたま市西区中釘2162-4
星本ビル1階

平18.4.1 048-620-1312
ＪＲ京浜東北線大宮駅
平方・リハビリセンター・西上尾行バス
運輸支局前下車　徒歩３分

2 さいたま市
西区南部圏域
地域包括支援センターくるみ

ﾆｼｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｸﾙﾐ 委託 医療法人 博滇会 331-0061 さいたま市西区西遊馬771-2 平18.4.1 048-622-8103
JR川越線指扇駅下車徒歩15分
JR大宮駅西口
水判土経由指扇駅行西武バス　土屋下車徒歩１分

3 さいたま市
北区北部圏域
地域包括支援センター緑水苑

ｷﾀｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾘｮｸｽｲｴﾝ 委託 社会福祉法人 五葉会 331-0811 さいたま市北区吉野町1-27-13 平18.4.1 048-662-7350
ニューシャトル今羽駅
徒歩１分

4 さいたま市
北区東部圏域
地域包括支援センター諏訪の苑

ｷﾀｸﾄｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｽﾜﾉｴﾝ 委託 社会福祉法人 大桜会 331-0802 さいたま市北区本郷町348-2 平18.4.1 048-662-7600
JR宇都宮線土呂駅下車
徒歩15分

5 さいたま市
北区西部圏域
地域包括支援センターゆめの園

ｷﾀｸｾｲﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾕﾒﾉｴﾝ 委託 社会福祉法人 ハッピーネット 331-0823 さいたま市北区日進町2-813 平18.4.1 048-653-0544
ＪＲ埼京線日進駅下車
徒歩２分

6 さいたま市
大宮区東部圏域
地域包括支援センター白菊苑

ｵｵﾐﾔｸﾄｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼﾗｷﾞｸｴﾝ 委託 社会福祉法人 育成会 330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-154-1 平18.4.1 048-658-5588
JR線大宮駅下車
徒歩17分

7 さいたま市
大宮区西部圏域
地域包括支援センター春陽苑

ｵｵﾐﾔｸｾｲﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼｭﾝﾖｳｴﾝ 委託 社会福祉法人 むつみ会 330-0852 さいたま市大宮区大成町2-397-3 平18.4.1 048-661-8611
JR線大宮駅下車
徒歩20分

8 さいたま市
見沼区北部圏域
地域包括支援センターさいたまやすらぎの里

ﾐﾇﾏｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｲﾀﾏﾔｽﾗｷﾞﾉｻﾄ 委託 社会福祉法人 安心会 337-0004 さいたま市見沼区卸町2-21-1 平18.4.1 048-680-3289
東武野田線岩槻駅下車
タクシー利用20分

9 さいたま市
見沼区東部圏域
地域包括支援センター敬寿園七里ホーム

ﾐﾇﾏｸﾄｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｹｲｼﾞｭｴﾝﾅﾅｻﾄﾎｰﾑ 委託 社会福祉法人 欣彰会 337-0014 さいたま市見沼区大谷2022-1 平18.4.1 048-681-6614
大宮駅東口　国際興業バス　７番乗り場
「大谷県営住宅」行　20分
終点で下車し、徒歩５分

10 さいたま市
見沼区西部圏域
地域包括支援センター大和田

ﾐﾇﾏｸｾｲﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｵｵﾜﾀﾞ 委託 医療法人 興仁会 337-0053 さいたま市見沼区大和田町2-1387-1 平18.4.1 048-685-8791
東武野田線大和田駅下車
徒歩５分

11 さいたま市
見沼区南部圏域
地域包括支援センター敬寿園

ﾐﾇﾏｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｹｲｼﾞｭｴﾝ 委託 社会福祉法人 欣彰会 337-0042
さいたま市見沼区南中野287
ソレイユ南中野101

平27.4.1 048-681-5151
JR線大宮駅下車（東口）
国際興業バス　さいたま東営業所行他
南中野下車徒歩１分

12 さいたま市
中央区北部圏域
地域包括支援センターナーシングヴィラ与野

ﾁｭｳｵｳｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾅｰｼﾝｸﾞｳﾞｨﾗﾖﾉ 委託 社会福祉法人 シナプス 338-0003 さいたま市中央区本町東6-10-1 平23.4.1 048-859-5375

ＪＲ埼京線北与野駅下車　徒歩15分
ＪＲ線大宮駅西口
　西武バス大宮駅西口行・加茂川団地行
　　　　　　　　　　　　　氷川神社前下車　徒歩４分
　　中並木経由大宮駅東口行 上小小学校下車 徒歩４分
ＪＲ線大宮駅東口
　中並木経由大宮駅西口行　上小小学校下車　徒歩４分

13 さいたま市
中央区南部圏域
地域包括支援センターきりしき

ﾁｭｳｵｳｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｷﾘｼｷ 委託 社会福祉法人 明日栄会 338-0011 さいたま市中央区新中里2-8-6 平18.4.1 048-858-2121
ＪＲ埼京線南与野駅下車
徒歩10分

14 さいたま市
桜区北部圏域
地域包括支援センター彩寿苑

ｻｸﾗｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｲｼﾞｭｴﾝ 委託 社会福祉法人 浦和の里 338-0814 さいたま市桜区宿400 平18.4.1 048-857-6517
ＪＲ京浜東北線浦和駅西口
大久保浄水場行きバス　終点下車すぐ

15 さいたま市
桜区南部圏域
地域包括支援センターザイタック

ｻｸﾗｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻﾞｲﾀｯｸ 委託 医療法人 大壮会 338-0837
さいたま市桜区田島5-25-8
U21ビル2階

平18.4.1 048-836-3503 ＪＲ武蔵野線西浦和駅下車　徒歩2分

16 さいたま市
浦和区北部圏域
地域包括支援センターかさい医院

ｳﾗﾜｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶｻｲｲｲﾝ 委託 医療法人社団 誠信会 330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷3-13-18 平18.4.1 048-823-3031
JR京浜東北線与野駅下車
徒歩10分

17 さいたま市
浦和区東部圏域
地域包括支援センタースマイルハウス浦和

ｳﾗﾜｸﾄｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｽﾏｲﾙﾊｳｽｳﾗﾜ 委託 社会福祉法人 浦和福祉会 330-0072 さいたま市浦和区領家4-13-3 平22.4.1 048-813-7710
ＪＲ京浜東北線北浦和駅
東武バス　岩槻駅行・東新井団地行他
領家消防署前下車　徒歩１分

18 さいたま市
浦和区中部圏域
地域包括支援センタージェイコー埼玉

ｳﾗﾜｸﾁｭｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼﾞｪｲｺｰｻｲﾀﾏ 委託 独立行政法人 地域医療機能推進機構 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-2-7 平26.4.1 048-834-3782
ＪＲ京浜東北線北浦和駅下車
徒歩５分

19 さいたま市
浦和区南部圏域
地域包括支援センター尚和園

ｳﾗﾜｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼｮｳﾜｴﾝ 委託 社会福祉法人 埼玉県共済会 330-0054 さいたま市浦和区東岸町8-8 平18.4.1 048-813-8915
JR線浦和駅下車
徒歩５分

20 さいたま市
南区東部圏域
地域包括支援センター社協みなみ

ﾐﾅﾐｸﾄｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼｬｷｮｳﾐﾅﾐ 委託 ○ 社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会 336-0017
さいたま市南区南浦和3-46-10
ニチエイマンション1階

平23.4.1 048-871-1230
JR京浜東北線・武蔵野線　南浦和駅東口下車
徒歩10分

21 さいたま市
南区中部圏域
地域包括支援センターハートランド浦和

ﾐﾅﾐｸﾁｭｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞｳﾗﾜ 委託 医療法人財団 聖蹟会 336-0031 さいたま市南区別所3-16-11-101 平18.4.1 048-836-2929
ＪＲ埼京線中浦和駅下車
徒歩11分

22 さいたま市
南区西部圏域
地域包括支援センターけやきホームズ

ﾐﾅﾐｸｾｲﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｹﾔｷﾎｰﾑｽﾞ 委託 社会福祉法人 弘優尽会 336-0032 さいたま市南区四谷2－10－17 平18.4.1 048-710-7555
JR武蔵野線西浦和駅下車徒歩13分・JR埼京線武蔵浦和駅下車
徒歩14分

23 さいたま市
緑区北部圏域
地域包括支援センターリバティハウス

ﾐﾄﾞﾘｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾘﾊﾞﾃｨﾊｳｽ 委託 社会福祉法人 リバティ 336-0918 さいたま市緑区松木3-29-5 平18.4.1 048-875-3111
JR武蔵野線東浦和駅　馬場折返場行バス　芝原小学校前下車
徒歩３分

24 さいたま市
緑区南部圏域
地域包括支援センター浦和しぶや苑

ﾐﾄﾞﾘｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｳﾗﾜｼﾌﾞﾔｴﾝ 委託 社会福祉法人 騏忠会 336-0932 さいたま市緑区中尾925 平18.4.1 048-876-1770

JR浦和駅東口　花月・緑区役所方面行きバス　緑区役所入口
下車　徒歩５分
JR東浦和駅　浅間下経由浦和行きバス　緑区役所入口下車
徒歩５分

25 さいたま市
岩槻区北部圏域
地域包括支援センター松鶴園

ｲﾜﾂｷｸﾎｸﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼｮｳｶｸｴﾝ 委託 社会福祉法人 春秋会 339-0072 さいたま市岩槻区古ヶ場11 平18.4.1 048-795-2653
東武野田線岩槻駅
国立東埼玉病院行きバス　上野下車　徒歩５分

26 さいたま市
岩槻区中部圏域
地域包括支援センター社協岩槻

ｲﾜﾂｷｸﾁｭｳﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼｬｷｮｳｲﾜﾂｷ 委託 ○ 社会福祉法人 さいたま市社会福祉協議会 339-8585
さいたま市岩槻区本町3-2-5
ワッツ東館3階

平23.4.1 048-758-4395
東武野田線岩槻駅下車
徒歩１分

27 さいたま市
岩槻区南部圏域
地域包括支援センター白鶴ホーム

ｲﾜﾂｷｸﾅﾝﾌﾞｹﾝｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊｸﾂﾙﾎｰﾑ 委託 社会福祉法人 清澄会 339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻4-5-10 平18.4.1 048-790-3311 東武野田線東岩槻駅南口　徒歩３分

設置主体



埼玉県内地域包括支援センター一覧（全体：令和４年４月１日現在）

No 所在市町村 施設名 フリガナ 運営 社協 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 最寄駅（アクセス）設置主体

28 川越市 川越市地域包括支援センターキングス・ガーデン ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｷﾝｸﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝ 委託 社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉 350-0824 川越市石原町1-27-7 平23.4.1 049-299-6760
・JR川越駅発神明町車庫行きバス「石原町」
・JR川越線・東武東上線川越駅東口発若葉行「小久保」下車
徒歩１分

29 川越市 川越市地域包括支援センター小仙波 ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｺｾﾝﾊﾞ 委託 社会福祉法人 真正会 350-0034 川越市仙波町3-16-13 平18.4.1 049-227-7878
JR川越線川越駅・東武東上線
川越グリーンパーク行き西武バス「小仙波４丁目」下車徒歩
１分

30 川越市 川越市地域包括支援センター連雀町 ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾚﾝｼﾞｬｸﾁｮｳ 委託 一般社団法人 川越市医師会 350-0042
川越市中原町2-1-9　川越市子育て安心施
設4階

平18.4.1 049-229-5332
・西武新宿線「本川越駅」から徒歩2分
・東武東上線「川越市駅」から徒歩8分

31 川越市 川越市地域包括支援センターよしの分室みなみふるや ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾖｼﾉﾌﾞﾝｼﾂﾐﾅﾐﾌﾙﾔ 委託 社会福祉法人 真正会 350-0024 川越市並木新町2-5　桜ビル2階 平24.4．1 049-235-7731 ・JR川越線「南古谷」から徒歩2分

32 川越市 川越市地域包括支援センターたかしな ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾀｶｼﾅ 委託 医療生協 さいたま生活協同組合 350－1137 川越市砂新田4-1-4 平24.4．1 049-291-6003 東武東上線新河岸駅下車徒歩７分

33 川越市 川越市地域包括支援センターみずほ ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐｽﾞﾎ 委託 医療法人 瑞穂会 350-1150 川越市中台南1-19-4 平18.4.1 049-241-3676

・西武新宿線南大塚駅またはJR川越線、東武東上線川越駅下
車徒歩20分
・JR川越線または東武東上線川越駅西口・今福中台または川
越営業所行き
　西武バス「今福中台」下車徒歩２分

34 川越市 川越市地域包括支援センターだいとう ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾀﾞｲﾄｳ 委託 医療法人 真正会 350－1165 川越市南台2-11-4 平24.4．1 049-249-7766 西武新宿線南大塚駅北口下車徒歩1分

35 川越市 川越市地域包括支援センターかすみ ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶｽﾐ 委託 医療法人 真正会 350-1174 川越市かすみ野2-1-14 平18.4.1 049-234-8181
・JR川越線笠幡駅下車徒歩２０分
・JR川越線または東武東上線川越駅西口・かすみ野行き
　西武バス「かすみ野北」下車すぐ

36 川越市 川越市地域包括支援センターみなみかぜ ｶﾜｺﾞｴｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐﾅﾐｶｾﾞ 委託 社会福祉法人 健友会 350-0807 川越市吉田204-2 平18.4.1 049-239-0003
・東武東上線鶴ヶ島駅西口下車徒歩20分
・東武東上線鶴ヶ島駅西口・伊勢原団地行き東武バス「吉田
新町」下車徒歩５分

37 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
いこいの里

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｲｺｲﾉｻﾄ 委託 社会福祉法人 白寿会 360-0235 熊谷市原井155-2 平19.3.5 048-589-0001 ＪＲ高崎線籠原駅北口より車で１５分

38 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
玉の緒

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾀﾏﾉｵ 委託 社会福祉法人 熊谷東雲会 360-0002 熊谷市大塚179-2 平19.3.5 048-525-5621 ＪＲ高崎線熊谷駅北口より犬塚行きバス大塚下車

39 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
ぬくもり

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾇｸﾓﾘ 委託 社会福祉法人 埼玉慈恵会 360-0816 熊谷市石原510 平19.3.5 048-529-2511
ＪＲ高崎線熊谷駅北口より深谷駅行き、
新島車庫行きバス西熊谷病院前下車徒歩２分

40 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
はなぶさ苑

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊﾅﾌﾞｻｴﾝ 委託 社会福祉法人 熊谷福祉会 360-0853 熊谷市玉井336-1 平19.3.5 048-533-8833
ＪＲ高崎線籠原駅北口よりタクシー５分
ＪＲ高崎線熊谷駅北口より深谷駅行きバス・ＪＲ高崎線籠原
駅北口より熊谷駅行きバス、筋交橋バス停下車徒歩３分

41 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
立正たちばな

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾘｯｼｮｳﾀﾁﾊﾞﾅ 委託 社会福祉法人 立正橘福祉会 360-0161 熊谷市万吉1756-130 平25.4.1 048-537-1155

ＪＲ高崎線熊谷駅南口より国際十王バス(立正大学行き・森
林公園駅行き)大学前バス停下車、または東武東上線森林公
園駅北口より国際十王バス(立正大学行き・熊谷駅行き)大学
前バス停下車、徒歩3分

42 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
永寿苑

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｴｲｼﾞｭｴﾝ 委託 社会福祉法人 別府会 360-0857 熊谷市西別府1599-5 平28.4.1 048-533-2022 ＪＲ高崎線籠原駅北口より車で１０分・徒歩２５分

43 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
はなぶさ苑荒川

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊﾅﾌﾞｻｴﾝｱﾗｶﾜ 委託 社会福祉法人 熊谷福祉会 360-0821 熊谷市伊勢町379-1 平28.4.1 048-522-1577 ＪＲ高崎線熊谷駅下車南口より徒歩１５分・タクシー５分

44 熊谷市
大里広域地域包括支援センター
クイーンズビラ

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｸｲｰﾝｽﾞﾋﾞﾗ 委託 社会福祉法人 熊谷福祉の里 360-0025 熊谷市太井1777-1 平28.4.1 048-507-1515
ＪＲ高崎線熊谷駅下車南口より車で１５分
ＪＲ高崎線行田駅下車西口より車で５分

45 川口市 川口市中央地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾁｭｳｵｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 久幸会 332-0016 川口市幸町1-5-17 川口みちのくビル2階 平19.6.1 048-258-1750
川口駅下車東口徒歩１０分
川口駅から国際興業バス川１８、１９、２０、２３系統にて
「市役所西口」で下車徒歩１分

46 川口市 川口市横曽根地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾖｺｿﾞﾈﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 やさしい手 332-0021 川口市西川口6-7-4 平18.10.1 048-250-4311
川口駅、西川口駅から国際興業バス川０５系統にて「西川口
駅五丁目」又は「西川口六丁目」で下車徒歩１分

47 川口市 川口市青木地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｱｵｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 川口市社会福祉協議会 332-0031 川口市青木3-17-11 平18.4.1 048-252-1314
川口駅東口より（川07）サンテピア行のバス「青木三丁目」
下車徒歩４分

48 川口市 川口市南平地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾅﾝﾍﾟｲﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 シルバーホクソン 332-0006 川口市末広2-15-19 平18.10.1 048-225-5888
川口駅から国際興業バス川０２、０２－２、川０４、０４－
２、川１４、川１５、１５－２、１５－３系統にて「元郷一
丁目」で下車徒歩３分

49 川口市 川口市新郷地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｼﾝｺﾞｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 334-0073 川口市大字赤井1055番地 サンテピア1階 平21.1.1 048-286-7631
川口駅東口５番より（川07）サンテピア行バス「サンテピ
ア」下車

50 川口市 川口市新郷東地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｼﾝｺﾞｳﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 334-0056 川口市大字峯901番地 平27.10.1 048-229-2515
川口駅東口11・12番より（川11・川25）バス「峯」下車徒歩
１分

51 川口市 川口市神根地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｶﾐﾈﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 333-0835 川口市道合1421 神根福祉センター1階 平18.4.1 048-297-2777
蕨駅東口１番(蕨06)新井宿駅行(医療センター経由)「神根福
祉ｾﾝﾀｰ」下車

52 川口市 川口市安行地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｱﾝｷﾞｮｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 シルバーホクソン 334-0051 川口市安行藤八501 平19.11.1 048-290-2300 SR埼玉高速鉄道「戸塚安行」駅下車徒歩５分

53 川口市 川口市芝地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｼﾊﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 健仁会 333-0847 川口市芝中田2-31-8 平18.10.1 048-267-2340
西川口駅から国際興業バス西川０８系統にて「川口工業高校
入口」で下車徒歩１分

54 川口市 川口市戸塚地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾄﾂﾞｶﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 やさしい手 333-0801 川口市東川口1-5-40 平19.11.1 048-291-0037 東川口駅下車北口徒歩５分

55 川口市 川口市上青木地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｶﾐｱｵｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 陽仁会 333-0844 川口市上青木1-10-21 平21.6.1 048-240-1557
西川口駅５番乗り場より(西川08)バス「青木町公園入口」下
車

56 川口市 川口市芝伊刈地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｼﾊﾞｲｶﾘﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 333-0865 川口市伊刈20 芝福祉センター1階 平21.6.1 048-264-7040
蕨駅東口１・２番乗り場より（06,02,02-2,02-3,07)バス
「伊刈中通り」下車
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57 川口市 川口市南平みなみ地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾅﾝﾍﾟｲﾐﾅﾐﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 シルバーホクソン 332-0004 川口市領家1-24-17 平22.6.1 048-226-6615 川口駅より（川02）バス「東領家1丁目」で下車徒歩2分

58 川口市 川口市西地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 332-0015
川口市川口6-5-14
高齢者在宅サービスセンター2階

平22.6.1 048-240-6677 川口駅下車西口徒歩12分

59 川口市 川口市神根東地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｶﾐﾈﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 水梅会 333-0823 川口市石神1560-1 紫水苑1階 平23.6.1 048-298-3822 埼玉高速鉄道 「戸塚安行駅」 下車　徒歩１５分

60 川口市 川口市鳩ヶ谷東部地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾊﾄｶﾞﾔﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 川口市社会福祉事業団 334-0001 川口市桜町6-4-5 鳩ヶ谷福祉センター1階 平25.4.1 048-284-1250
埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅から鳩ヶ谷公団住宅行き又は鳩ヶ谷車
庫行きバス「桜町１丁目」下車１分

61 川口市 川口市鳩ヶ谷西部地域包括支援センター　 ｶﾜｸﾞﾁｼﾊﾄｶﾞﾔｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 鳩ヶ谷啓和会 334-0004 川口市大字辻958 ベルホーム1階 平21.4.1 048-280-5222
京浜東北線西川口駅から鳩ヶ谷支所経由鳩ヶ谷公団住宅行き
「辻」バス停下車3分

62 川口市 川口市芝西地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼｼﾊﾞﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 大起エンゼルヘルプ 333-0854
川口市芝富士1-9-25
エンゼルヘルプ川口１階

平24.10.1 048-263-0120
京浜東北線蕨駅から徒歩で約１５分、またはバスにて芝園消
防署下車後徒歩約２分

63 川口市 川口市前川地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾏｴｶﾜﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 陽仁会 333-0842 川口市前川3-4-5 平28.10.1 048-485-8118
京浜東北線西川口駅東口から新井宿駅行き「前川住宅」バス
停下車後徒歩1分

64 川口市 川口市戸塚西地域包括支援センター ｶﾜｸﾞﾁｼﾄﾂﾞｶﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 やさしい手 333-0811 川口市戸塚2-27-18 平28.10.1 048-498-2580 東川口駅下車南口徒歩８分

65 行田市 行田市地域包括支援センター緑風苑 ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾘｮｸﾌｳｴﾝ 委託 社会福祉法人 清幸会 361-0004 行田市須加1563 平18.4.1 048-557-3611
秩父線  武州荒木駅　下車　徒歩３０分　又は、市内循環バ
ス　緑風苑下車

66 行田市 行田市地域包括支援センターまきば園 ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾏｷﾊﾞｴﾝ 委託 社会福祉法人 隼人会 361-0006 行田市白川戸275 平18.4.1 048-550-1777 秩父線　東行田駅　下車　徒歩２０分

67 行田市 行田市地域包括支援センター壮幸会 ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｿｳｺｳｶｲ 委託 社会医療法人 壮幸会 361-0037 行田市下忍1162-14 平18.4.1 048-552-1123
ＪＲ高崎線　吹上駅下車　朝日バス　佐間経由～行田折返し
場・行田工業団地または総合教育センター線　「樋ノ上入
口」下車徒歩5分

68 行田市 行田市地域包括支援センターふぁみぃゆ ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌｧﾐｨﾕ 委託 社会福祉法人 瑞穂会 361-0012 行田市大字下須戸65-1 平24.4.1 048-558-0088 東武伊勢崎線又は秩父線　羽生駅下車　車で１０分

69 行田市 行田市地域包括支援センターほんまる ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾎﾝﾏﾙ 委託 医療生協 さいたま生活協同組合 361-0052 行田市本丸18-3 R2.10.1 048-578-7761
秩父線 行田市駅 下車　徒歩10分
ＪＲ高崎線　吹上駅下車　朝日バス
前谷経由～行田折返し場線　「忍城前」下車　徒歩２分

70 秩父市 秩父市秩父地域包括支援センター ﾁﾁﾌﾞｼﾁﾁﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 秩父市 368-8686
秩父市熊木町8-15
秩父市役所内

平18.4.1 0494-22-2582 西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道お花畑駅下車徒歩5分

71 秩父市 秩父市吉田地域包括支援センター ﾁﾁﾌﾞｼﾖｼﾀﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 秩父市 369-1503
秩父市下吉田6569-1
秩父市吉田保健センター内

平18.4.1 0494-77-1134
西武秩父線西武秩父駅下車西武バス秩父吉田線吉田元気村行
き「吉田総合支所」下車

72 秩父市 秩父市大滝・荒川地域包括支援センター ﾁﾁﾌﾞｼｵｵﾀｷ･ｱﾗｶﾜﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 秩父市 369-1894
秩父市荒川上田野1734-6
秩父市荒川総合支所内

平18.4.1 0494-53-1014 秩父鉄道武州中川駅下車徒歩5分

73 所沢市 所沢市所沢地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾄｺﾛｻﾞﾜﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 所沢市社会福祉協議会 359-1115 所沢市御幸町1-16-207 平18.4.1 04-2926-4426 西武池袋線・新宿線所沢駅下車徒歩7分

74 所沢市 所沢市松井東地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾏﾂｲﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 聖久会 359-0024 所沢市大字下安松963-4 平18.4.1 04-2951-5500
武蔵野線東所沢駅から所沢駅東口行バス「下安松」下車徒歩
2分

75 所沢市 所沢市松井西地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾏﾂｲﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 一般社団法人 所沢市医師会 359-0025 所沢市大字上安松1283-4 平18.4.1 04-2994-1615 西武線所沢駅下車徒歩15分

76 所沢市 所沢市柳瀬地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾔﾅｾﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 聖久会 359-0012 所沢市大字坂之下941-3 平26.4.1 04-2951-8887 武蔵野線東所沢駅下車徒歩30分

77 所沢市 所沢市富岡地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾄﾐｵｶﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療生協 さいたま生活協同組合 359-0002 所沢市大字中富1617 平18.4.1 04-2942-0067
西武新宿線新所沢駅から所沢ニュータウン行バス「所沢
ニュータウン」下車徒歩10分

78 所沢市 所沢市新所沢地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｼﾝﾄｺﾛｻﾞﾜﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 博寿会 359-1111 所沢市緑町3-12-17 平18.4.1 04-2937-7105 西武新宿線新所沢駅下車徒歩10分

79 所沢市 所沢市新所沢東地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｼﾝﾄｺﾛｻﾞﾜﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 安心会 359-0044 所沢市松葉町11-1 マルハビル5階 平18.4.1 04-2968-8899 西武新宿線新所沢駅下車徒歩2分

80 所沢市 所沢市三ヶ島第1地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾐｶｼﾞﾏﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 みなわ会 359-1164 所沢市三ヶ島5-551 平20.4.1 04-2947-2837
西武池袋線小手指駅南口より早稲田大学行行き終点下車徒歩
２分

81 所沢市 所沢市三ヶ島第2地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾐｶｼﾞﾏﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 桑の実会 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘6-2835-2 平18.4.1 04-2926-7800 西武池袋線狭山ヶ丘駅下車徒歩15分

82 所沢市 所沢市小手指第1地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｺﾃｻｼﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 栄光会 359-1152 所沢市北野3-1-18 平18.4.1 04-2947-1211
西武池袋線小手指駅から早稲田大学行バス「所沢ロイヤル病
院前」下車徒歩５分

83 所沢市 所沢市小手指第2地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｺﾃｻｼﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 若狭会 359-1141 所沢市小手指町2-12-7　セイザン小手指１階 平18.4.1 04-2968-3311 西武池袋線小手指駅下車徒歩7分

84 所沢市 所沢市山口地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾔﾏｸﾞﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 一般社団法人 巨樹の会 359-1145 所沢市山口5257-3 平23.12.1 04-2928-7525
西武池袋線小手指駅下車南口より椿峰ニュータウン行きバス
図書館前下車徒歩15分
または西武山口線下山口下車徒歩20分

85 所沢市 所沢市吾妻地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｱﾂﾞﾏﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 端午会 359-1131 所沢市大字久米1538-2 平18.4.1 04-2929-6965 西武線所沢駅下車徒歩11分

86 所沢市 所沢市並木地域包括支援センター ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾅﾐｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 向日葵会 359-0041 所沢市中新井3-20-35-107 平18.4.1 04-2943-7333
西武新宿線新所沢駅から所沢ニュータウン行バスニュータウ
ン中央下車徒歩３分



埼玉県内地域包括支援センター一覧（全体：令和４年４月１日現在）

No 所在市町村 施設名 フリガナ 運営 社協 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 最寄駅（アクセス）設置主体

87 飯能市 飯能市地域包括支援センター　いなり町 ﾊﾝﾉｳｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｲﾅﾘﾁｮｳ 委託 社会福祉法人 名栗園 357-0037 飯能市稲荷町10-14 平20.4.1 042-980-5043 西武池袋線飯能駅下車（南口）　徒歩４分

88 飯能市 飯能市地域包括支援センター　さかえ町 ﾊﾝﾉｳｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｶｴﾁｮｳ 委託 特定非営利法人 ぬくもり福祉会たんぽぽ 357-0025 飯能市栄町18-16飯栄ビル203 平20.4.1 042-971-3172 JR東飯能駅下車（東口）徒歩５分

89 飯能市 飯能市地域包括支援センター　みなみ町 ﾊﾝﾉｳｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐﾅﾐﾁｮｳ 委託 医療法人 くすのき会 357-0036 飯能市南町5-7 平22.4.1 042-978-5777 西武池袋線飯能駅下車（南口）　徒歩２分

90 飯能市 飯能市地域包括支援センター　はちまん町 ﾊﾝﾉｳｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ 委託 株式会社 ヴェルペンファルマ 357-0033
飯能市八幡町8－24フィールドサイドビル
2Ｆ

平24.4.1 042-975-3011 西武池袋線飯能駅下車（北口）　徒歩5分

91 飯能市 飯能市基幹型地域包括支援センター　 ﾊﾝﾉｳｼｷｶﾝｶﾞﾀﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 357-0021 飯能市大字双柳371-13 平27.10.1 042-983-8700
JR東飯能駅下車（東口）徒歩１０分
飯能市総合福祉センター内

92 加須市
加須市加須・大桑・水深高齢者相談センター愛
泉苑

ｶｿﾞｼｶｿﾞ･ｵｵｸﾜ･ﾐｽﾞﾌﾞｶｺｳﾚｲｼｬｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰｱｲｾﾝｴﾝ 委託 社会福祉法人 愛の泉 347-0022 加須市水深869-2 平19.4.1 0480-65-6936
東武伊勢崎線
花崎駅下車　徒歩１５分

93 加須市
加須市不動岡・礼羽・志多見高齢者相談セン
ターみずほの里

ｶｿﾞｼﾌﾄﾞｵｶ･ﾗｲﾊ･ｼﾀﾞﾐｺｳﾚｲｼｬｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰﾐｽﾞﾎﾉｻﾄ 委託 社会福祉法人 さきたま会 347-0046 加須市平永142 平31.4.1 0480-63-0011
東武伊勢崎線
加須駅下車　タクシー10分

94 加須市
加須市三俣・樋遣川・大越高齢者相談センター
利根いこいの里

ｶｿﾞｼﾐﾂﾏﾀ･ﾋﾔﾘｶﾜ･ｵｵｺﾞｴｺｳﾚｲｼｬｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰﾄﾈｲｺｲ
ﾉｻﾄ

委託 社会福祉法人 潤青会 347-0001 加須市大越1933 平31.4.1 0480-53-6557
東武伊勢崎線
加須駅下車　タクシー13分

95 加須市 加須市騎西高齢者相談センター多賀谷寿光園 ｶｿﾞｼｷｻｲｺｳﾚｲｼｬｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰﾀｶﾞﾔｼﾞｭｺｳｴﾝ 委託 社会福祉法人 清光会 347-0125 加須市上崎2037-1 平18.4.1 0480-70-0035
高崎線鴻巣駅から加須車庫行きバス又は東武伊勢崎線加須駅
から鴻巣免許センター行き「騎西一丁目」下車徒歩35分

96 加須市 加須市北川辺高齢者相談センター加須清輝苑 ｶｿﾞｼｷﾀｶﾜﾍﾞｺｳﾚｲｼｬｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰｶｿﾞｾｲｷｴﾝ 委託 社会福祉法人 宏和会 349-1204 加須市陽光台2-883-78 平31.4.1 0280-23-1133
東武日光線
新古河駅　徒歩10分

97 加須市 加須市大利根高齢者相談センターふれ愛の郷 ｶｿﾞｼｵｵﾄﾈｺｳﾚｲｼｬｿｳﾀﾞﾝｾﾝﾀｰﾌﾚｱｲﾉｻﾄ 委託 社会福祉法人 敬愛会 349-1153 加須市新川通181-3 平31.4.1 0480-78-1652
JR宇都宮線・東武日光線
栗橋駅　タクシー5分

98 本庄市
本庄西地域包括支援センター本庄市社会福祉協
議会

ﾎﾝｼﾞｮｳﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾎﾝｼﾞｮｳｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳ
ｷﾞｶｲ

委託 ○ 社会福祉法人 本庄市社会福祉協議会 367-0052 本庄市銀座1-1-1 平28.4.１ 0495-22-7088 高崎線本庄駅北口下車徒歩5分

99 本庄市 本庄東地域包括支援センター安誠園 ﾎﾝｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｱﾝｾｲｴﾝ 委託 社会福祉法人 安誠福祉会 367-0051 本庄市本庄3-1-21 平24.4.1 0495-22-6262 高崎線本庄駅北口下車徒歩10分

100 本庄市 本庄南地域包括支援センターシャローム ﾎﾝｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼｬﾛｰﾑ 委託 社会福祉法人 柏樹会 367-0036 本庄市今井1251-1 平27.10.1 0495-23-9580 高崎線本庄駅南口下車タクシー７分

101 本庄市 児玉地域包括支援センター ｺﾀﾞﾏﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 児玉福祉会 367-0216 本庄市児玉町金屋1302-1 平19.4.1 0495-73-1545
八高線児玉駅下車徒歩15分又は高崎線本庄駅から児玉折り返
し場行きバス「高校入口」下車徒歩10分

102 東松山市 東松山市地域包括支援センター ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 東松山市 355-8601 東松山市松葉町1-1-58 平18.4.1 0493-22-7733
東武東上線東松山駅東口下車徒歩１５分、又は市内循環バス
（大谷コース）「市役所」下車

103 東松山市 総合福祉エリア地域包括支援センター ｿｳｺﾞｳﾌｸｼｴﾘｱﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 東松山市社会福祉協議会 355-0005 東松山市大字松山2183 平18.10.1 0493-21-5570
東武東上線東松山駅東口から市内循環バス（大谷コース）
「総合福祉エリア」下車、又は熊谷駅行バス「市民病院」下
車徒歩10分

104 東松山市 東松山ホーム地域包括支援センター ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏﾎｰﾑﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 松仁会 355-0072 東松山市大字石橋1716 平19.10.1 0493-22-6115
東武東上線、森林公園駅南口下車、徒歩７分

105 東松山市 年輪福祉ホーム地域包括支援センター ﾈﾝﾘﾝﾌｸｼﾎｰﾑﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 敬寿会 355-0008 東松山市大字大谷4106 平22.4.1 0493-36-3666
東武東上線東松山駅下車「熊谷」行きバス「東松山病院前」下車
徒歩1分

106 東松山市 わかばの丘地域包括支援センター ﾜｶﾊﾞﾉｵｶﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 若葉会 355-0064 東松山市大字毛塚773 平22.4.1 0493-31-0555 東武東上線高坂駅下車徒歩15分

107 東松山市 アースサポート東松山地域包括支援センター ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 アースサポート 355-0037 東松山市若松町2-2-4 平28.4.1 0493-22-7500 東武東上線東松山駅東口下車徒歩16分

108 春日部市 春日部市第１地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会 344-0067 春日部市中央2-24-1（あしすと内） 平21.4.1 048-754-3775 東武野田線八木崎駅下車徒歩５分

109 春日部市 春日部市第２地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 清寿会 344-0051 春日部市内牧2072(清寿園内) 平18.4.1 048-753-2020
東武伊勢崎線北春日部駅下車徒歩２５分/東武伊勢崎線春日
部駅下車「内牧彩光苑エミナース」行きバス「栄町会館入
口」下車徒歩７分

110 春日部市 春日部市第３地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲｻﾝﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 弘颯会 344-0044 春日部市花積267-7（豊潤館内） 平18.4.1 048-753-1136 東武野田線豊春駅下車徒歩７分

111 春日部市 春日部市第４地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲﾖﾝﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 朋映会 344-0037 春日部市上大増新田109-2（春日部勝彩園内） 平18.4.1 048-738-5764
東武伊勢崎線春日部駅下車「春日部温泉」行きバス「共栄高
校前」下車徒歩５分

112 春日部市 春日部市第５地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲｺﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 福一会 344-0031 春日部市一ノ割948-1（フラワーヒル内） 平18.4.1 048-734-7631
東武伊勢崎線一ノ割駅下車徒歩２０分/東武伊勢崎線春日部
駅下車「秀和総合病院」行きバス「大沼五丁目西」下車徒歩
１５分

113 春日部市 春日部市第６地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲﾛｸﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 光仁会 344-0023
春日部市大枝89
武里団地3－23－101

平18.4.1 048-738-0021 東武伊勢崎線せんげん台駅下車徒歩５分

114 春日部市 春日部市第７地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲﾅﾅﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人財団 明理会 344-0011
春日部市藤塚2622-2
（春日部ロイヤルケアセンター内）

平18.4.1 048-733-7771
東武野田線藤の牛島駅下車または東武伊勢崎線一ノ割駅下車
タクシー５分/東武伊勢崎線春日部駅下車「豊野工業団地」
行きバス「消防署前」下車徒歩２分

115 春日部市 春日部市第８地域包括支援センター ｶｽｶﾍﾞｼﾀﾞｲﾊﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 平成会 344-0124 春日部市米崎389（しょうぶ苑） 平18.4.1 048-746-5190 東武野田線南桜井駅下車徒歩１５分

116 狭山市 狭山市入間川・入間川東地域包括支援センター ｻﾔﾏｼｲﾙﾏｶﾞﾜ･ｲﾙﾏｶﾞﾜﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会医療法人財団 石心会 350-1305 狭山市入間川4-10-15 平19.4.1 04-2955-1114
西武新宿線狭山市駅下車「入間市駅」行きバス「さやま地域
ケアクリニック」下車徒歩１分



埼玉県内地域包括支援センター一覧（全体：令和４年４月１日現在）

No 所在市町村 施設名 フリガナ 運営 社協 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 最寄駅（アクセス）設置主体

117 狭山市 狭山市富士見・中央地域包括支援センター ｻﾔﾏｼﾌｼﾞﾐ･ﾁｭｳｵｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会医療法人 入間川病院 350-1306 狭山市富士見1-7-1 平29.6.1 04-2941-4061
西武新宿線狭山市駅下車「狭山台団地」行きバス「入間川病
院前」下車徒歩１分

118 狭山市 狭山市入曽地域包括支援センター ｻﾔﾏｼｲﾘｿﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 尚寿会 350-1316 狭山市南入曽560-5 令1.12.1 04-2950-5300 西武新宿線入曽駅下車徒歩５分

119 狭山市 狭山市堀兼・奥富・新狭山地域包括支援センター ｻﾔﾏｼﾎﾘｶﾞﾈ･ｵｸﾄﾐ･ｼﾝｻﾔﾏﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 清心会 350-1331 狭山市新狭山2-8-22 平19.4.1 04-2933-7117 西武新宿線新狭山駅下車徒歩１分

120 狭山市 狭山市柏原・水富地域包括支援センター ｻﾔﾏｼｶｼﾜﾊﾞﾗ･ﾐｽﾞﾄﾐﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 靖和会 350-1320 狭山市広瀬東1-4-13 平28.4.1 04-2933-6888
西武新宿線狭山市駅下車「日生団地」行きバス「新富士見
橋」下車徒歩１分

121 狭山市 狭山市狭山台地域包括支援センター ｻﾔﾏｼｻﾔﾏﾀﾞｲﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 狭山市社会福祉協議会 350-1308 狭山市中央3-7　N-102 平30.11.1 04-2999-3801
西武新宿線狭山市駅下車「狭山台団地」行きバス「西武狭山
台ハイツ」下車徒歩１分

122 狭山市 狭山市水野地域包括支援センター ｻﾔﾏｼﾐｽﾞﾉﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 尚栄会 350-1315 狭山市北入曽1502-1 令1.12.1 04-2937-7871 西武新宿線入曽駅下車タクシー１０分

123 羽生市 羽生市地域包括支援センター ﾊﾆｭｳｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 羽生市 348-8601 羽生市東6-15 平18.4.1 048-561-1121 東武伊勢崎線羽生駅

124 羽生市 羽生市東部地域包括支援センター清輝苑 ﾊﾆｭｳｼﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｾｲｷｴﾝ 委託 社会福祉法人 宏和会 348-0006 羽生市下村君1169 平29.4.1 048-580-5710 東武伊勢崎線羽生駅

125 羽生市 羽生市西部地域包括支援センターふれあいの森 ﾊﾆｭｳｼｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌﾚｱｲﾉﾓﾘ 委託 医療法人 徳洲会 348-0044 羽生市下岩瀬446 平29.4.1 048-561-2688 東武伊勢崎線羽生駅

126 羽生市 羽生市南部地域包括支援センター薫藤園 ﾊﾆｭｳｼﾅﾝﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｸﾝﾄｳｴﾝ 委託 社会福祉法人 さきたま会 348-0032 羽生市秀安352-3 平29.4.1 048-560-3337 東武伊勢崎線南羽生駅

127 鴻巣市 鴻巣地域包括支援センター川里苑 ｺｳﾉｽﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶﾜｻﾄｴﾝ 委託 社会福祉法人 グラン・ヘリオス会 365-0014 鴻巣市屈巣5158 平18.4.1 048-569-2650
高崎線鴻巣駅下車新落合橋行き又は真名板十字路行き川里苑
前下車徒歩3分

128 鴻巣市 鴻巣地域包括支援センターこうのとり ｺｳﾉｽﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｺｳﾉﾄﾘ 委託 社会福祉法人
恩賜財団済生会支部
埼玉県済生会

365-0073 鴻巣市八幡田849 平18.4.1 048-596-2223 高崎線鴻巣駅下車徒歩30分

129 鴻巣市 鴻巣地域包括支援センター彩香らんど ｺｳﾉｽﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｲｺｳﾗﾝﾄﾞ 委託 株式会社 彩香らんど 365-0062 鴻巣市箕田270-1 平18.4.1 048-595-3331 高崎線北鴻巣駅下車徒歩20分

130 鴻巣市 鴻巣地域包括支援センターまむろ翔裕園 ｺｳﾉｽﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾏﾑﾛｼｮｳﾕｳｴﾝ 委託 社会福祉法人 元気村 365-0043 鴻巣市原馬室3335 平29.4.1 048-540-0294 高崎線北本駅下車徒歩30分

131 鴻巣市 鴻巣地域包括支援センター吹上苑 ｺｳﾉｽﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌｷｱｹﾞｴﾝ 委託 社会福祉法人 えがりて 369-0113 鴻巣市下忍4461 平18.4.1 048-548-8991 高崎線吹上駅下車徒歩25分

132 深谷市
大里広域地域包括支援センター
医師会なごみ

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｲｼｶｲﾅｺﾞﾐ 委託 一般社団法人 深谷寄居医師会 366-0019 深谷市新戒413-1 平19.3.5 048-577-5371 ＪＲ高崎線深谷駅下車北口より車にて１５分

133 深谷市
大里広域地域包括支援センター
はなみずき

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊﾅﾐｽﾞｷ 委託 医療法人社団 優慈会 366-0817 深谷市柏合1041-1 平19.3.5 048-551-1113 ＪＲ高崎線深谷駅下車南口よりタクシーで約５分

134 深谷市
大里広域地域包括支援センター
深谷市社会福祉協議会

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌｶﾔｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 委託 ○ 社会福祉法人 深谷市社会福祉協議会 366-0823 深谷市本住町12-8 平19.3.5 048-573-6869 ＪＲ高崎線深谷駅下車北口より徒歩10分

135 深谷市
大里広域地域包括支援センター
ふじさわ苑

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌｼﾞｻﾜｴﾝ 委託 社会福祉法人 深谷藤沢福祉会 366-0811 深谷市人見2028-3 平19.3.5 048-571-1234
ＪＲ高崎線深谷駅下車南口より車で10分
関越自動車道花園ｲﾝﾀｰより10分

136 深谷市
大里広域地域包括支援センター
エンゼルの丘

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｴﾝｾﾞﾙﾉｵｶ 委託 社会福祉法人 かつみ会 369-0215 深谷市今泉625 平28.4.1 048-546-1216
ＪＲ高崎線岡部駅下車タクシー５分
上越新幹線本庄早稲田駅下車タクシー１０分

137 深谷市
大里広域地域包括支援センター
あねとす病院

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｱﾈﾄｽﾋﾞｮｳｲﾝ 委託 医療法人 好文会 366-0811 深谷市人見1975 平28.4.1 048-577-3201 ＪＲ高崎線深谷駅下車南口よりタクシー１０分

138 上尾市 上尾市上尾東地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｱｹﾞｵﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 藤寿会 362-0011
上尾市大字平塚2141
(しののめ内）

平18.4.1 048-778-4800
JR上尾駅東口から朝日バス「平塚住宅前」行き乗車。「浄水
場前」下車、徒歩１分。

139 上尾市 上尾市上尾西地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｱｹﾞｵﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 愛友会 362-0075 上尾市柏座1-10-3-15-101号 平18.4.1 048-778-2711 JR上尾駅西口から徒歩5分。

140 上尾市 上尾市上尾南地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｱｹﾞｵﾐﾅﾐﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 藤仁会 362-0035 上尾市仲町1-8-32 平18.4.1 048-777-3301 JR上尾駅東口から徒歩7分。

141 上尾市 上尾市平方地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼﾋﾗｶﾀﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 彩光会 362-0058
上尾市上野567
（あけぼの内）

平18.4.1 048-726-6504
JR上尾駅西口から市内循環バス（平方小敷谷循環）乗車。
「一本木」下車、徒歩５分。

142 上尾市 上尾市原市南地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼﾊﾗｲﾁﾐﾅﾐﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 積善会 362-0022
上尾市瓦葺2143-2
（葺きの里内）

平18.4.1 048-720-2502
JR上尾駅西口から市内循環バス（原市瓦葺線）乗車。「稲荷
八津山」（施設内駐車場）下車。

143 上尾市 上尾市原市北地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼﾊﾗｲﾁｷﾀﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 積善会 362-0021 上尾市原市3221-4 １階Ｂ号 平24.4.1 048-720-0022 埼玉新都市交通伊奈線ニューシャトル沼南駅徒歩10分

144 上尾市 上尾市大石東地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｵｵｲｼﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 美鈴会 362-0073
上尾市浅間台2-17-1
（パストーン浅間台内）

平18.4.1 048-777-4201 JR北上尾駅西口から徒歩13分

145 上尾市 上尾市大石西地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｵｵｲｼﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 愛友会 362-0061
上尾市藤波3-265-1
（エルサ上尾内）

平18.4.1 048-789-5077
JR上尾駅西口から市内循環バス（大石桶川線）乗車。「泉台
三丁目西」下車、徒歩３分。

146 上尾市 上尾市上平地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｶﾐﾋﾗﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 愛友会 362-0005 上尾市西門前727-3 平18.4.1 048-778-5132
JR上尾駅東口から朝日バス「伊奈学園」又は「羽貫駅前」行
き乗車。「西門前」下車、徒歩１分。
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147 上尾市 上尾市大谷地域包括支援センター ｱｹﾞｵｼｵｵﾔﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 愛友会 362-0051 上尾市地頭方420-8 平18.4.1 048-780-6363
JR上尾駅西口から東武バス「川越駅」、「埼玉医大」、「丸
山公園」、「平方」、「リハビリセンター」行き乗車。「一
丁目」下車徒歩1分

148 草加市 新田西部地域包括支援センター ｼﾝﾃﾞﾝｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 草加松原会 340-0054
草加市新善町6
（クォーターヴィレッジ　新田地域支援
事業所内）

平21.4.1 048-946-0520
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）新田駅東口から獨
協大学前駅西口行・新栄団地行「角屋橋」下車徒歩１０分

149 草加市 新田東部地域包括支援センター ｼﾝﾃﾞﾝﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 草加市社会福祉協議会 340-0013
草加市松江1-1-32
（草加市社会福祉協議会内）

平18.4.1 048-932-6775
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）獨協大学前<草加
松原>駅東口から徒歩８分

150 草加市 草加川柳地域包括支援センター ｿｳｶｶﾜﾔﾅｷﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 眞幸会 340-0002
草加市青柳8-51-13
（介護老人保健施設　翔寿苑内）

平18.4.1 048-932-7007
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）新田駅東口から獨
協大学前駅、柿木循環「川柳小学校前」下車徒歩５分

151 草加市 草加安行地域包括支援センター ｿｳｶｱﾝｷﾞｮｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 草加会 340-0036
草加市苗塚町200-2
（特別養護老人ホーム　草加園内）

平21.4.1 048-921-2121
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）草加駅西口から川
口駅行新郷支所経由バス「草加園」下車徒歩７分

152 草加市 草加西部地域包括支援センター ｿｳｶｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療生協 さいたま生活協同組合 340-0043
草加市草加1-8-13
（ケアステーション　かしの木内）

平18.4.1 048-946-7030

東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）獨協大学前<草加
松原>駅西口から徒歩１０分
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）草加駅西口から徒
歩１０分

153 草加市 草加東部・草加稲荷包括支援センター ｿｳｶﾄｳﾌﾞ･ｿｳｶｲﾅﾘﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 友勝会 340-0017
草加市吉町2-2-21
（居宅介護支援事業所　西うさぎ内）

平21.4.1 048-959-9133
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）草加駅東口から徒
歩１０分

154 草加市 谷塚西部地域包括支援センター ﾔﾂｶｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 キングス・ガーデン埼玉 340-0031
草加市新里町989-1
（草加キングス・ガーデン　介護相談セ
ンター内）

平18.4.1 048-929-0014
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）竹の塚駅西口から
新里循環行「新里」下車２分

155 草加市 谷塚中央・谷塚東部地域包括支援センター ﾔﾂｶﾁｭｳｵｳ･ﾔﾂｶﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 草加市社会福祉事業団 340-0022 草加市瀬崎5-20-16 平18.4.1 048-929-3613
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）谷塚駅東口から徒
歩１5分

156 越谷市
越谷市地域包括支援センター
桜井

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｸﾗｲ 委託 医療法人 敬愛会 343-0045
越谷市下間久里792-1
桜井地区センター・公民館内

平18.4.1 048-970-2015
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）せんげん台駅東口
より茨急バス（老人福祉センター行き）「上間久里自治会館
入口」下車徒歩３分

157 越谷市
越谷市地域包括支援センター
新方

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾆｲｶﾞﾀ 委託 社会福祉法人 大吉会　 343-0008
越谷市大吉470-1
新方地区センター・公民館内

平18.4.1 048-977-3310
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）北越谷駅東口より
朝日バス（弥栄団地循環）「弥栄二丁目」下車徒歩３分

158 越谷市
越谷市地域包括支援センター
増林

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾏｼﾊﾞﾔｼ 委託 社会福祉法人 貴親会 343-0011
越谷市増林3-4-1
増林地区センター・公民館内

平18.4.1 048-963-3331
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）越谷駅東口より朝
日バス（増林地区センター行き）終点下車又は総合公園行き
バス終点下車徒歩３分

159 越谷市
越谷市地域包括支援センター
大袋

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｵｵﾌﾞｸﾛ 委託 株式会社 アイ・ケア 343-0034 越谷市大竹831-1 平19.4.1 048-971-1077
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）大袋駅より徒歩１
５分

160 越谷市
越谷市地域包括支援センター
荻島・北越谷

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｵｷﾞｼﾏ･ｷﾀｺｼｶﾞﾔ 委託 社会福祉法人 温和会　 343-0804
越谷市南荻島190-1
荻島地区センター・公民館内

平18.4.1 048-978-6500
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）越谷駅西口より朝
日バス（水上公園行き、岩槻駅行き）「荻島小学校前」下車
徒歩１分

161 越谷市
越谷市地域包括支援センター
出羽

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾃﾞﾜ 委託 医療法人 秀峰会 343-0851
越谷市七左町4-248-1
出羽地区センター・公民館内

平18.4.1 048-985-3303
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）越谷駅西口より朝
日バス（出羽地区センター行き）「出羽地区センター」下車

162 越谷市
越谷市地域包括支援センター
蒲生

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶﾞﾓｳ 委託 社会福祉法人 貴親会 343-0846
越谷市登戸町33-16
蒲生地区センター・公民館内

平18.4.1 048-985-4700
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）新越谷駅東口（Ｊ
Ｒ南越谷駅南口）より朝日バス（ひのき荘行き）「蒲生公民
館」下車徒歩２分

163 越谷市
越谷市地域包括支援センター
川柳

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶﾜﾔﾅｷﾞ 委託 社会福祉法人 エンゼル福祉会　 343-0827
越谷市川柳町2-507-1
老人福祉センターひのき荘内

平18.4.1 048-990-0753
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）新越谷駅東口（Ｊ
Ｒ南越谷駅南口）より朝日バス（ひのき荘行き）終点下車

164 越谷市
越谷市地域包括支援センター
大相模

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｵｵｻｶﾞﾐ 委託 株式会社 ふくふく 343-0823
越谷市相模町3-42-1
大相模地区センター・公民館内

令3.1.1 048-993-4258

JR武蔵野線南越谷駅北口又は、東武伊勢崎線（東武スカイツ
リーライン）新越谷駅東口より朝日バス（花田・越谷市立図
書館前・越谷市立病院・越谷駅西口行き）「西方橋」下車徒
歩３分

165 越谷市
越谷市地域包括支援センター
大沢

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｵｵｻﾜ 委託 社会福祉法人 大吉会　 343-0022
越谷市東大沢1-12-1
大沢地区センター・公民館内

平26.10.1 048-972-4185
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）北越谷駅東口より
茨急バス（老人福祉センター行き）「栄進中学校入口」下車

166 越谷市
越谷市地域包括支援センター
越ヶ谷

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｺｼｶﾞﾔ 委託 ○ 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会 343-0813
越谷市越ヶ谷4-1-1
越谷市中央市民会館２階
越谷市社会福祉協議会事務所内

平18.4.1 048-966-1851
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）越谷駅東口より徒
歩７分

167 越谷市
越谷市地域包括支援センター
南越谷

ｺｼｶﾞﾔｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐﾅﾐｺｼｶﾞﾔ 委託 医療法人 財団明理会 343-0845
越谷市南越谷4-21-1
南越谷地区センター・公民館内

平18.4.1 048-999-6651
東武伊勢崎線（東武スカイツリーライン）新越谷駅西口より
徒歩５分。南越谷小学校南門内。

168 蕨市 蕨市第一地域包括支援センター ﾜﾗﾋﾞｼﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会 335-0005
蕨市錦町3-3-27
総合社会福祉センター内

平22.4.1 048-434-6721
京浜東北線蕨駅西口　ぷらっとわらび
（西ﾙｰﾄ（市民体育館先回り））⑮総合社会福祉センター
（西ﾙｰﾄ（市役所先回り））⑳総合社会福祉センター

169 蕨市 蕨市第二地域包括支援センター ﾜﾗﾋﾞｼﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 ぱる 335-0003
蕨市南町2-32-20
特別養護老人ホームいきいきタウン蕨内

平27.4.1 048-290-8587
京浜東北線西川口駅西口下車　徒歩１０分
京浜東北線蕨駅西口　ぷらっとわらび
　　　　　　　（南ﾙｰﾄ）⑬三和中央通り　徒歩２分

170 蕨市 蕨市第三地域包括支援センター ﾜﾗﾋﾞｼﾀﾞｲｻﾝﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 やさしい手 335-0002
蕨市塚越2-7-6
ＴＭＳビル１０１

令3.4.1 048-498-6122
京浜東北線蕨駅西口　ぷらっとわらび
　　　　　　　（東ﾙｰﾄ）③塚越２丁目　徒歩３分

171 戸田市 戸田市立地域包括支援センター ﾄﾀﾞｼﾘﾂﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 市町村 戸田市立市民医療センター 335-0031
戸田市美女木4-20-6
戸田市立市民医療センター内

平18.4.1 048-422-8821
埼京線北戸田駅下車徒歩20分/埼京線北戸田駅から西川口行
バス「市民医療センター」下車徒歩3分/tocoバス（美笹循
環）市民医療センター下車

172 戸田市 戸田市東部地域包括支援センター ﾄﾀﾞｼﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 ぱる 335-0014
戸田市喜沢南2-5-23
いきいきタウンとだ内

平20.4.1 048-434-6233
埼京線戸田公園駅下車徒歩18分/tocoバス（東循環）喜沢2丁
目バス停より徒歩1分／国際興業バス喜沢2丁目バス停より徒
歩4分

173 戸田市 戸田市中央地域包括支援センター ﾄﾀﾞｼﾁｭｳｵｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 戸田市社会福祉事業団 335-0022
戸田市大字上戸田5-4
戸田市健康福祉の杜内

平21.4.1 048-432-6088 埼京線戸田駅下車 徒歩7分

174 戸田市 戸田市新曽地域包括支援センター ﾄﾀﾞｼﾆｲｿﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 〇 社会福祉法人 戸田市社会福祉協議会 335-0026
戸田市新曽南3-1-5
(新曽南庁舎内 4階)

平29.4.1 048-446-6767
JR埼京線「戸田公園駅」下車、徒歩12分/tocoバス（西循
環）「浅間橋」停留所下車、徒歩2分 /国際興業バス路線
（戸52・川52）「浅間橋」停留所下車、徒歩2分

175 入間市 入間市豊岡東地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾄﾖｵｶﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会医療法人 東明会 358-8511
入間市豊岡1-16-1
（入間市役所内）

平19.4.1 04-2960-1050 西武池袋線入間市駅下車　徒歩７分
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176 入間市 入間市豊岡西地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾄﾖｵｶﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 入間福祉会 358-0023
入間市扇台6-3-33
エクセル扇台

平21.4.1 04-2960-5010
西武池袋線入間市駅から箱根ヶ崎行、入間市博物館行または
中神行バスのいずれで「扇町屋」バス停下車  徒歩５分

177 入間市 入間市豊岡北地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾄﾖｵｶｷﾀﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 入間市社会福祉協議会 358-0007 入間市黒須2-3-13 平21.4.1 04-2901-2501 西武池袋線入間市駅下車　徒歩１０分

178 入間市 入間市東金子地区地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾋｶﾞｼｶﾈｺﾁｸﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 永仁会 358-0026
入間市大字小谷田77-3
（東金子公民館内）

平19.4.1 04-2960-6322
西武池袋線入間市駅から西武バス河辺駅北口行き、中神行
き、桂橋バス停より徒歩３分

179 入間市 入間市金子地区地域包括支援センター ｲﾙﾏｼｶﾈｺﾁｸﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 入間福祉会 358-0035
入間市中神853-1
（特別養護老人ホーム扇揚苑内）

平19.4.1 04-2935-0225 JR八高線金子駅下車　タクシーで１０分

180 入間市 入間市宮寺・二本木地区地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾐﾔﾃﾞﾗﾆﾎﾝｷﾞﾁｸﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 埼友会 358-0014
入間市宮寺2655-1
（入間市老人福祉センターやまゆり荘
内）

平19.4.1 04-2935-0082
西武池袋線入間市駅から入間市博物館行か箱根ヶ崎駅行また
は二本木地蔵前行バス「大森」バス停下車徒歩１０分

181 入間市 入間市藤沢地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾌｼﾞｻﾜﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 永仁会 358-0013
入間市上藤沢730-1
（入間市健康福祉センター内）

平19.4.1 04-2960-6307
西武池袋線入間市駅から健康福祉センター行バス「健康福祉
センター」バス停下車すぐ

182 入間市 入間市東藤沢地域包括支援センター ｲﾙﾏｼﾋｶﾞｼﾌｼﾞｻﾜﾁｸﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 杏樹会 358-0012 入間市東藤沢5-7-1 平21.4.1 04-2901-7025 西武池袋線武蔵藤沢駅下車　徒歩１０分

183 入間市 入間市西武地区地域包括支援センター ｲﾙﾏｼｾｲﾌﾞﾁｸﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 杏樹会 358-0054
入間市野田496
（西武公民館内）

平19.4.1 04-2931-3311 西武池袋線仏子駅下車　徒歩１３分

184 朝霞市 地域包括支援センター　内間木苑 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｳﾁﾏｷﾞｴﾝ 委託 社会福祉法人 長寿会 351-0001 朝霞市上内間木498-4 平18.4.1 048-458-2022
東武東上線朝霞駅から内間木行バス「内間木」下車　徒歩10
分

185 朝霞市 地域包括支援センター　モーニングパーク ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾓｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｰｸ 委託 医療法人 山柳会 351-0023 朝霞市溝沼3-2-26 平18.4.1 0120-247355
東武東上線朝霞駅下車徒歩12分

186 朝霞市 地域包括支援センター ひいらぎの里 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾋｲﾗｷﾞﾉｻﾄ 委託 有限会社 埼玉ライフサポート 351-0006 朝霞市仲町1-1-19 1F 平19.4.1 048-291-9111
東武東上線朝霞駅下車徒歩4分

187 朝霞市 地域包括支援センター つつじの郷 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾂﾂｼﾞﾉｻﾄ 委託 医療法人 わかば会 351-0021 朝霞市西弁財1-10-21-103 平19.6.1 048-472-1574
東武東上線朝霞台駅下車徒歩5分

188 朝霞市 地域包括支援センター 朝光苑 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾁｮｳｺｳｴﾝ 委託 社会福祉法人 朝霞地区福祉会 351-0016 朝霞市青葉台1-10-32 平19.6.1 048-450-0855
東武東上線朝霞駅下車15分

189 朝霞市 地域包括支援センター あさか中央 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｱｻｶﾁｭｳｵｳ 委託 医療法人 循和会 351-0036 朝霞市北原1-1-14 令4.4.1 048-423-2761
東武東上線朝霞台駅下車徒歩8分

190 志木市 志木市地域包括支援センター柏の杜 ｼｷｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶｼﾜﾉﾓﾘ 委託 ○ 社会福祉法人 志木市社会福祉協議会 353-0007 志木市柏町3-5-1 平18.4.1 048-486-5199
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

191 志木市 志木市地域包括支援センターせせらぎ ｼｷｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｾｾﾗｷﾞ 委託 株式会社 ALSOK介護株式会社 353-0002 志木市中宗岡1-19-51 平18.4.1 048-485-2113
東武東上線志木駅から国際興業バス浦和駅西口行き及び宗岡
循環「宗岡小学校」下車徒歩７分

192 志木市 志木市地域包括支援センターブロン ｼｷｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌﾞﾛﾝ 委託 社会福祉法人 ルストホフ志木 353-0004 志木市本町2-10-50 平22.4.1 048-486-0003
東武東上線志木駅から国際興業バス浦和駅西口行き及び宗岡
循環「市場坂上」下車徒歩５分　東武バス富士見高校行き及
び下南畑行き「市場坂上」下車徒歩５分

193 志木市 志木市地域包括支援センター館・幸町 ｼｷｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾀﾃ･ｻｲﾜｲﾁｮｳ 委託 ○ 社会福祉法人 志木市社会福祉協議会 353-0005 志木市幸町3-12-5 平25.10.1 048-485-5610 東武東上線志木駅南口から徒歩１０分

194 志木市 志木市地域包括支援センターあきがせ ｼｷｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｱｷｶﾞｾ 委託 株式会社 ALSOK介護株式会社 353-0002 志木市中宗岡3-25-10 平28.1.1 048-485-5020
東武東上線志木駅から国際興業バス宗岡循環「中宗岡三丁
目」下車徒歩2分

195 和光市 和光市北地域包括支援センター ﾜｺｳｼｷﾀﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 ミアヘルサ 351-0115 和光市新倉2-5-12 平18.4.1 048-458-5120
東武東上線・東京メトロ和光市駅・東武バス和光高校循環・
新倉小学校前下車徒歩0分

196 和光市 和光市北第二地域包括支援センター ﾜｺｳｼｷﾀﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 ミアヘルサ 351-0111 和光市下新倉5-10-70 平21.4.1 048-450-0591
東武東上線成増駅・国際興業バス高島平操車場行き吹上新道
下車徒歩0分

197 和光市 和光市中央地域包括支援センター ﾜｺｳｼﾁｭｳｵｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 愛和 351-0114 和光市本町15-35 ２Ｆ 平18.4.1 048-475-9016 東武東上線・東京メトロ和光市駅徒歩5分

198 和光市 和光市南地域包括支援センター ﾜｺｳｼﾐﾅﾐﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 和光福祉会 351-0104 和光市南1-23-1 ゆめあい和光２Ｆ 平18.4.1 048-450-2500
東武東上線・東京メトロ和光市駅・東武バス司法研修所循
環・南１丁目下車徒歩0分

199 和光市 和光市中央第二地域包括支援センター ﾜｺｳｼﾁｭｳｵｳﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 章佑会 351-0112 和光市丸山台2-20-15 平26.1.1 048-468-2312 東武東上線・東京メトロ和光市駅徒歩10分

200 新座市 新座市東部第一地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼﾄｳﾌﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 新座市社会福祉協議会 352-0025 新座市片山1-9-1 平19.4.1 048-480-5853
西武池袋線ひばりヶ丘駅北口から朝霞台駅行きバス「片山小
学校」下車　徒歩1分

201 新座市 新座市東部第二地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼﾄｳﾌﾞﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 新座福祉会 352-0016 新座市馬場1-2-35 平19.4.1 048-480-7808
東武東上線朝霞台駅南口からひばりヶ丘駅北口行バス「原ケ
谷戸」下車 徒歩5分

202 新座市 新座市西部地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 慈誠会 352-0011 新座市野火止4-14-20 平19.4.1 048-477-1707 JR武蔵野線 新座駅南口から徒歩10分

203 新座市 新座市西堀・新堀地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼﾆｼﾎﾞﾘ･ｼﾝﾎﾞﾘﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 株式会社 かくの木 352-0032 新座市新堀1-13-5 平29.3.1 042-497-8106
西武池袋線清瀬駅発にいバス西コース「小山入口」バス停前
新堀交差点すぐ

204 新座市 新座市南部地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼﾅﾝﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 殿山福祉会 352-0023 新座市堀ノ内3-13-1 平19.4.1 048-481-2162
西武池袋線ひばりが丘駅北口から志木駅南口行きバス「福祉
センター入口」下車 徒歩8分

205 新座市 新座市北部第一地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼﾎｸﾌﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 晴智会 352-0001 新座市東北2-1-17 平19.4.1 048-486-5011 東武東上線志木駅南口から徒歩10分



埼玉県内地域包括支援センター一覧（全体：令和４年４月１日現在）

No 所在市町村 施設名 フリガナ 運営 社協 郵便番号 所在地 設置年月日 電話番号 最寄駅（アクセス）設置主体

206 新座市 新座市北部第二地域包括支援センター ﾆｲｻﾞｼﾎｸﾌﾞﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 瑞穂会 352-0006 新座市新座3-3-20-101 令3.4.1 048-485-8587
東武東上線志木駅南口から東武バス、西部バス、にいバス約
10分「新座団地」下車すぐ

207 桶川市
桶川市地域包括支援センター
ハートランド

ｵｹｶﾞﾜｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ 委託 医療法人財団 聖蹟会 363-0008 桶川市坂田1725 平18.4.1 048-777-7055 JR桶川駅東口菖蒲車庫行きバス｢北一丁目｣下車５分

208 桶川市
桶川市地域包括支援センター
ルーエハイム

ｵｹｶﾞﾜｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾙｰｴﾊｲﾑ 委託 社会福祉法人 安誠福祉会 363-0022 桶川市若宮1-5-2　4Ｆ 平18.4.1 048-789-2121 JR桶川駅西口徒歩１分

209 桶川市
桶川市地域包括支援センター
桶川市社会福祉協議会

ｵｹｶﾞﾜｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀ-ｵｹｶﾞﾜｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ 委託 ○ 社会福祉法人 桶川市社会福祉協議会 363-0012 桶川市末広2-8-8 平23.4.1 048-728-2265
JR桶川駅東口徒歩１５分又はJR桶川駅東口下車、東循環・東
西循環バス「総合福祉センター」下車１分

210 桶川市
桶川市地域包括支援センター
ねむのき

ｵｹｶﾞﾜｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾈﾑﾉｷ 委託 医療法人 孝仁会 363-0027 桶川市川田谷5830-1 平26.4.1 048-783-5311 JR桶川駅西口下車西循環バス「諏訪久保」下車３分

211 久喜市 久喜市久喜中央地域包括支援センター ｸｷｼｸｷﾁｭｳｵｳﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 久喜市 346-8501 久喜市下早見85-3 平18.4.1 0480-22-1111 JR宇都宮・東武伊勢崎線久喜駅下車徒歩１７分

212 久喜市 久喜市久喜東地域包括支援センター ｸｷｼｸｷﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 346-0011
久喜市青毛753-1
（ふれあいセンター久喜内）

平18.4.1 0480-23-8845
JR宇都宮・東武伊勢崎線久喜駅東口・朝日バス青葉団地行き
バス県営住宅入り口下車徒歩１分

213 久喜市 久喜市菖蒲地域包括支援センター ｸｷｼｼｮｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 346-0105
久喜市菖蒲町新堀38
（菖蒲総合支所　久喜市社会福祉協議会内）

平26.4.1 0480-85-8131 高崎線桶川駅・菖蒲車庫行きバス新堀下車徒歩１５分

214 久喜市 久喜市栗橋地域包括支援センター ｸｷｼｸﾘﾊｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 349-1192
久喜市間鎌251-1
（栗橋総合支所　久喜市社会福祉協議会
内）

平30.4.1 0480-52-7835 ＪＲ宇都宮線栗橋駅または東武日光線栗橋駅下車徒歩２０分

215 久喜市 久喜市鷲宮地域包括支援センター ｸｷｼﾜｼﾉﾐﾔﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会 340-0295
久喜市鷲宮6-1-1
（鷲宮総合支所　久喜市社会福祉協議会
内）

平30.4.1 0480-58-9131 東武伊勢崎線鷲宮駅下車徒歩１０分

216 北本市 北本市地域包括支援センター西センター ｷﾀﾓﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾆｼｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 北寿会 364-0033
北本市本町6-232
（いこいの家内）

平18.4.1 048-591-3495 ＪＲ北本駅下車（西口）徒歩１５分

217 北本市 北本市地域包括支援センター東センター ｷﾀﾓﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾋｶﾞｼｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 北本市社会福祉協議会 364-0002 北本市宮内1-120（勤労福祉センター内）　　 平18.4.1 048-591-0211 ＪＲ北本駅下車（東口）徒歩１５分

218 北本市 北本市地域包括支援センター北本社協 ｷﾀﾓﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｷﾀﾓﾄｼｬｷｮｳ 委託 ○ 社会福祉法人 北本市社会福祉協議会 364-0034 北本市高尾1-180（総合福祉センター内） 平30.4.1 048-590-4011 ＪＲ北本駅下車（西口）徒歩２０分

219 北本市 北本市地域包括支援センターきたもと寿苑 ｷﾀﾓﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｷﾀﾓﾄｺﾄﾌﾞｷｴﾝ 委託 社会福祉法人 一寿会 364-0014 北本市二ツ家3-113-3（きたもと寿苑内） 平28.4.1 048-590-1000 ＪＲ北本駅下車（東口）徒歩３５分

220 八潮市
八潮市北部地域包括支援センター
やしお寿苑

ﾔｼｵｼﾎｸﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾔｼｵｺﾄﾌﾞｷｴﾝ 委託 社会福祉法人 一寿会 340-0801 八潮市大字八條294-4 平19.10.1 048-930-5123
つくばエクスプレス　八潮駅

221 八潮市
八潮市西部地域包括支援センター
ケアセンター八潮

ﾔｼｵｼｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｹｱｾﾝﾀｰﾔｼｵ 委託 医療法人 協友会 340-0808 八潮市鶴ヶ曽根1184-4 平19.10.1 048-994-5562
つくばエクスプレス　八潮駅

222 八潮市
八潮市南部地域包括支援センター
埼玉回生病院

ﾔｼｵｼﾅﾝﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｲﾀﾏｶｲｾｲﾋﾞｮｳｲﾝ 委託 医療法人 協友会 340-0825 八潮市大字大原455 平19.10.1 048-999-7717
つくばエクスプレス　八潮駅

223 八潮市
八潮市東部地域包括支援センター
やしお苑

ﾔｼｵｼﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾔｼｵｴﾝ 委託 社会福祉法人 名栗園 340-0814 八潮市大字南川崎210-1 平19.10.1 048-998-8895
つくばエクスプレス　八潮駅

224 富士見市 地域包括支援センターむさしの ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾑｻｼﾉ 委託 社会福祉法人 ふじみ野福祉会 354-0003
富士見市南畑新田16-1
（特別養護老人ホームむさしの内）

平21.4.1 049-255-6320
東武東上線鶴瀬駅東口下車老人センター行きバス下車徒歩1
０分

225 富士見市 地域包括支援センターふじみ苑 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌｼﾞﾐｴﾝ 委託 社会福祉法人 富士見市社会福祉事業団 354-0021
富士見市大字鶴馬3360-1
（特別養護老人ホームふじみ苑内）

平23.4.1 049-293-1168 東武東上線みずほ台駅東口下車徒歩２０分

226 富士見市 地域包括支援センターえぶりわん鶴瀬Nisi ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｴﾌﾞﾘﾜﾝﾂﾙｾﾆｼ 委託 社会福祉法人 たくみ 354-0026
富士見市鶴瀬西2-8-25
　(えぶりわん鶴瀬Nisi内)

平26.4.1 049-293-8330 東武東上線鶴瀬駅西口下車徒歩５分

227 富士見市 地域包括支援センターみずほ苑 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐｽﾞﾎｴﾝ 委託 社会福祉法人 美咲会 354-0025
富士見市関沢3-23-41
　(関沢みずほ苑内)

平26.4.1 049-256-7423 東武東上線みずほ台駅西口下車徒歩１０分

228 富士見市 地域包括支援センターひだまりの庭むさしの ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾋﾀﾞﾏﾘﾉﾆﾜﾑｻｼﾉ 委託 社会福祉法人 ふじみ野福祉会 354-0011
富士見市水子1882-1
　(ひだまりの庭むさしの内)

平26.4.1 049-268-5005 東武東上線みずほ台駅東口下車徒歩１５分

229 三郷市 三郷市地域包括支援センターみずぬま ﾐｻﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐｽﾞﾇﾏ 委託 ○ 社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会 341-0004 三郷市上彦名870（瑞沼市民センター内） 平22.4.1 048-950-3322

JR武蔵野線新三郷駅から、東武バス（三08・三08-2・三09・
金54系統）「一街区」又は「パークフィールド東」下車徒歩
5分／メートー観光バス（M1-2系統）「団地一街区」下車徒
歩約5分

230 三郷市 三郷市地域包括支援センター早稲田 ﾐｻﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾜｾﾀﾞ 委託 医療法人財団 東京勤労者医療会 341-0018 三郷市早稲田7-1-7（2F） 平18.10.1 048-950-3201

JR武蔵野線三郷駅から、東武バス（三13・三15・早01系統）
「丹後小学校入口」又は「早稲田六丁目」下車徒歩約5分／
マイスカイ交通（M31系統）「丹後小学校入口」下車徒歩約5
分

231 三郷市 三郷市地域包括支援センターひこなり北 ﾐｻﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾋｺﾅﾘｷﾀ 委託 医療法人社団 愛友会 341-0003 三郷市彦成3-7-7-104 平28.4.1 048-950-6777
JR武蔵野線新三郷駅から、東武バス（三07・三10・金52・金
54系統）「三郷団地」下車徒歩約５分／メートー観光バス
（Ｍ1・M6系統）「みさと団地」下車徒歩約5分

232 三郷市 三郷市地域包括支援センターみさと中央 ﾐｻﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐｻﾄﾁﾕｳｵｳ 委託 社会福祉法人 養生会 341-0034 三郷市新和2-375 平20.4.1 048-949-0090
つくばエクスプレス線三郷中央駅から、東武バス（金52系
統）「大膳橋」下車徒歩約10分

233 三郷市 三郷市地域包括支援センターみさと南 ﾐｻﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐｻﾄﾐﾅﾐ 委託 医療法人財団 健和会 341-0044 三郷市戸ヶ崎1-568-1 平18.10.1 048-956-8813
つくばエクスプレス線三郷中央駅から、マイスカイ交通
（M01-3・M01-4・M10系統）又は京成タウンバス（金02系
統）「天王橋南」下車徒歩約5分

234 三郷市 三郷市地域包括支援センターしんわ ﾐｻﾄｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｼﾝﾜ 委託 医療法人 三愛会 341-0034 三郷市新和5-244 平28.4.1 048-949-5522
つくばエクスプレス線三郷中央駅から、東武バス（金54系
統）「リハビリ病院入口」下車徒歩約５分
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235 蓮田市 蓮田市黒浜地域包括支援センター ﾊｽﾀﾞｼｸﾛﾊﾏﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 蓮田市 349-0193 蓮田市大字黒浜2799-1（蓮田市役所内） 平18.4.1 048-768-3111
JR宇都宮線蓮田駅東口からパルシー、根金、下大崎、菖蒲仲
橋、蓮田駅西口行きバス「蓮田市役所」下車

236 蓮田市 蓮田市蓮田地域包括支援センター ﾊｽﾀﾞｼﾊｽﾀﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 元気村 349-0123 蓮田市本町6-1(蓮田駅西口行政センター内） 令3.4.1 048-764-5115 JR宇都宮線蓮田駅西口から徒歩１分

237 蓮田市 蓮田市閏戸・平野地域包括支援センター ﾊｽﾀﾞｼｳﾙｲﾄﾞﾋﾗﾉﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 吉祥福寿会 349-0133 蓮田市大字閏戸1885（特別養護老人ホーム吾亦紅内） 平28.4.1 048-766-0022
JR宇都宮線蓮田駅西口から菖蒲車庫・丸谷・八幡神社・伊奈
学園行バス「中閏戸バス停」下車　徒歩3分

238 坂戸市 中央第一地域包括支援センター ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会医療法人 刀仁会 350-0214
坂戸市千代田4-13-3(坂戸中央クリニック
内）

平31.4.1 049-283-3721 東武東上線若葉駅東口徒歩12分

239 坂戸市 中央第二地域包括支援センター ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 愛新会 350-0234 坂戸市緑町11－15　三上ビル1F 平25.4.1 049-280-3210 東武東上線坂戸駅南口徒歩5分

240 坂戸市 中央第三地域包括支援センター ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲｻﾝﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 秀人会 350-0272 坂戸市末広町5-1ｼｬﾝﾎﾞｰﾙﾋﾞﾙ102 平24.4.1 049-288-7701 東武東上線北坂戸駅西口徒歩3分

241 坂戸市 西部地域包括支援センター ｾｲﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 シャローム埼玉 350-0262
坂戸市新堀1-1
（シャローム・ガーデン坂戸内）

平24.4.1 049-282-4592
東武東上線坂戸駅北口鳩山（大橋）行バス「北峰」下車徒歩
5分

242 坂戸市 東部地域包括支援センター ﾄｳﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 若葉会 350-0204 坂戸市大字紺屋403（若葉クリニック内） 平21.4.1 049-284-7775
東武東上線若葉駅／市内循環バス東コース左回り若葉クリ
ニック下車徒歩０分／東坂戸団地行又は川越駅行バス「東坂
戸団地」下車徒歩10分

243 幸手市 幸手東地域包括支援センター ｻｯﾃﾋｶﾞｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 幸和会 340-0152
幸手市天神島1030－1
（幸手市保健福祉総合センターウェルス
幸手　内）

平25.4.1 0480-53-6151 東武日光線幸手駅

244 幸手市 幸手西地域包括支援センター ｻｯﾃﾆｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 みゆき会 340-0164
幸手市香日向４－５－１
（旧香日向小学校　内）

平25.4.1 0480-40-3443 東武日光線幸手駅

245 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市地域包括支援センターいきいき ﾂﾙｶﾞｼﾏｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｲｷｲｷ 委託 一般社団法人 坂戸鶴ヶ島医師会 350-2292
鶴ヶ島市大字三ツ木16-1
（鶴ヶ島市役所１階）

平31.4.1 049-227-6171 東武東上線若葉駅からつるバス｢鶴ヶ島市役所｣下車

246 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市地域包括支援センターぺんぎん ﾂﾙｶﾞｼﾏｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾍﾟﾝｷﾞﾝ 委託 医療法人社団 満寿会 350-2203 鶴ヶ島市大字上広谷5-1プラザイン上広谷1階 平18.4.1 049-271-5123 東武東上線鶴ヶ島駅下車　徒歩５分

247 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市地域包括支援センターかんえつ ﾂﾙｶﾞｼﾏｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶﾝｴﾂ 委託 社会医療法人社団 新都市医療研究会〔関越〕会 350-2213 鶴ヶ島市大字脚折145-1 関越病院南館1階 平25.4.1 049-285-7877 東武東上線坂戸駅下車　徒歩13分

248 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市地域包括支援センターいちばんぼし ﾂﾙｶﾞｼﾏｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｲﾁﾊﾞﾝﾎﾞｼ 委託 医療法人社団 厚友クリニック 350-2206 鶴ヶ島市大字藤金871-3 平30.4.1 049-279-0777 東武東上線若葉駅下車　徒歩5分

249 日高市 日高市高萩地域包括支援センター ﾋﾀﾞｶｼﾀｶﾊｷﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 晃和会 350-1213 日高市大字高萩1728-5 平22.4.1 042-984-3001 JR川越線武蔵高萩駅下車徒歩20分

250 日高市 日高市高麗川地域包括支援センター ﾋﾀﾞｶｼｺﾏｶﾞﾜﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 日高市社会福祉協議会 350-1235
日高市大字楡木201
（日高市総合福祉センター「高麗の郷」
内）

平22.4.1 042-984-1362
JR川越線、八高線高麗川駅下車徒歩30分/国際興業バス
飯能行「総合福祉センター」下車

251 日高市 日高市高麗地域包括支援センター ﾋﾀﾞｶｼｺﾏﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 武蔵会 350-1255
日高市武蔵台1-26-8
（高齢者サポートセンター武蔵台内）

平26.4.1 042-982-0111 西武池袋線高麗駅下車徒歩5分

252 吉川市 吉川市第１地域包括支援センター ﾖｼｶﾜｼﾀﾞｲｲﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 吉川市社会福祉協議会 342-0055 吉川市吉川2-1-1 平19.4.1 048-984-4766
武蔵野線吉川駅下車　徒歩２０分/東武バス　きよみ野行き
「ルネサンス入口」下車徒歩２分

253 吉川市 吉川市第２地域包括支援センター吉川平成園 ﾖｼｶﾜｼﾀﾞｲﾆﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾖｼｶﾜﾍｲｾｲｴﾝ 委託 社会福祉法人 平成会 342-0022 吉川市大字加藤187-1 平19.4.1 048-981-5811
武蔵野線吉川駅下車　  東武バス　三郷駅行き・三郷中央駅
行き「サービスセンター」下車徒歩３分

254 吉川市 吉川市第３地域包括支援センター ﾖｼｶﾜｼﾀﾞｲｻﾝﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人社団 協友会 342-0056
吉川市平沼263
はりまやビル1階

平19.4.1 048-981-7158 武蔵野線吉川駅北口下車　徒歩７分

255 ふじみ野市 ふじみ野市地域包括支援センターふくおか ﾌｼﾞﾐﾉｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾌｸｵｶ 委託 社会福祉法人 樹会 356-8501
ふじみ野市福岡1-1-6
(ふじみ野市役所第4庁舎2階）

平21.4.1 049-261-1126 東武東上線上福岡駅下車　徒歩１０分

256 ふじみ野市 ふじみ野市地域包括支援センターかすみがおか ﾌｼﾞﾐﾉｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｶｽﾐｶﾞｵｶ 委託 ○ 社会福祉法人 ふじみ野市社会福祉協議会 356-0006
ふじみ野市霞ヶ丘1-5-1
（介護予防センター2階）

平19.4.1 049-264-7620 東武東上線上福岡駅下車　徒歩３分

257 ふじみ野市 ふじみ野市地域包括支援センターつるがまい ﾌｼﾞﾐﾉｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾂﾙｶﾞﾏｲ 委託 社会福祉法人 樹会 356-0051 ふじみ野市亀久保1811-6 平19.4.1 049-256-6061 東武東上線上福岡駅下車　バス２０分

258 ふじみ野市 ふじみ野市地域包括支援センターおおい ﾌｼﾞﾐﾉｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｵｵｲ 委託 社会福祉法人 崇徳会 356-0053
ふじみ野市大井621-1
(高齢者総合ケアセンター マザーアース
敷地内）

平19.4.1 049-261-3021 東武東上線ふじみ野駅下車　徒歩３０分

259 白岡市 白岡市地域包括支援センターぽっかぽか ｼﾗｵｶｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾎﾟｯｶﾎﾟｶ 委託 社会福祉法人 大樹会 349-0221
白岡市上野田357番地1
（介護老人保健施設ぽっかぽか内）

平25.4.1 0480-93-8877 JR宇都宮線白岡駅東口下車　徒歩２０分

260 白岡市 白岡市地域包括支援センターウエルシアハウス ｼﾗｵｶｼﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｳｴﾙｼｱﾊｳｽ 委託 株式会社 ウエルシア介護サービス 349-0218 白岡市白岡1143番地1 平29.4.1 0480-90-3022 JR宇都宮線白岡駅西口下車　徒歩７分

261 北足立郡伊奈町 伊奈町地域包括支援センター ｲﾅﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 伊奈町社会福祉協議会 362-0806 北足立郡伊奈町大字小室5049-1 平19.4.1 048-720-5656 埼玉新都市交通（ニューシャトル）伊奈中央駅から徒歩７分

262 北足立郡伊奈町 伊奈町南部地域包括支援センター ｲﾅﾏﾁﾅﾝﾌﾞﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 心守会 362-0805 北足立郡伊奈町大字栄4-262-2 令4.4.1 048-795-4900
埼玉新都市交通（ニューシャトル）丸山駅下車けんちゃんバ
スにて南部大公園前下車

263 入間郡三芳町 地域包括支援センター埼玉セントラル　 ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｲﾀﾏｾﾝﾄﾗﾙ 委託 医療法人財団 明理会 354-0045 入間郡三芳町大字上富2177 平28.4.1 049-274-2080
東武東上線鶴瀬駅下車ライフバスにて埼玉セントラル病院前
下車

264 入間郡三芳町 地域包括支援センターみずほ苑みよし ﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾐｽﾞﾎｴﾝﾐﾖｼ 委託 社会福祉法人 美咲会 354-0043 入間郡三芳町大字竹間沢735-1 平28.4.1 049-293-7341 東武東上線みずほ台駅下車徒歩20分
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265 入間郡毛呂山町 毛呂山町地域包括支援センター ﾓﾛﾔﾏﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 毛呂山町 350-0493
入間郡毛呂山町中央2-1
（毛呂山町役場高齢者支援課内）

平18.4.1 049-295-2112 東武越生線東毛呂駅下車徒歩15分

266 入間郡越生町 越生町地域包括支援センター ｵｺﾞｾﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 越生町 350-0416
入間郡越生町大字越生917
（越生町保健センター内）

R2.4.1 049-292-5505 東武越生線越生駅・JR八高線越生駅下車徒歩1０分

267 比企郡滑川町 滑川町地域包括支援センター ﾅﾒｶﾞﾜﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 滑川町 355-8585 比企郡滑川町大字福田750-1 平18.4.1 0493-56-2132
東武東上線森林公園駅下車立正大学行きバス森林公園南口徒
歩５分

268 比企郡嵐山町 嵐山町地域包括支援センター ﾗﾝｻﾞﾝﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 嵐山町 355-0211 比企郡嵐山町大字杉山1030-1 平18.4.1 0493-62-0718 東武東上線武蔵嵐山駅下車徒歩２０分

269 比企郡小川町 小川町社会福祉協議会地域包括支援センター ｵｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 小川町社会福祉協議会 355-0327 比企郡小川町大字腰越618 平20.4.1 0493-74-3461
・東上線小川町駅下車徒歩30分
・東上線小川町駅白石車庫、和紙の里行きバスパトリアおが
わ下車徒歩1分

270 比企郡川島町 川島町地域包括支援センター ｶﾜｼﾞﾏﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 ○ 社会福祉法人 川島町社会福祉協議会 350-0131 比企郡川島町大字平沼1175番地 平31.4.1 049-299-5422
東武東上線若葉駅川島町役場行きバス川島消防署南下車徒歩
25分

271 比企郡吉見町 吉見町地域包括支援センター ﾖｼﾐﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 吉見町 355-0118
比企郡吉見町大字下細谷1212番地
（吉見町保健センター内）

平18.4.1 0493-53-0370
東武東上線東松山駅下車、鴻巣免許センター行き久保田バス
停下車、
役場方向へ徒歩約１５分

272 比企郡鳩山町 鳩山町地域包括支援センター ﾊﾄﾔﾏﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 鳩山町 350-0313 比企郡鳩山町松ヶ丘四丁目1番4号 平19.4.1 049-296-7700
東武東上線高坂駅下車、鳩山ニュータウン行き、鳩山高校入
口下車徒歩3分

273 比企郡ときがわ町 ときがわ町地域包括支援センター ﾄｷｶﾞﾜﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 ときがわ町 355-0356 比企郡ときがわ町大字関堀151番地1 平18.4.1 0493-65-1010
八高線明覚駅下車、せせらぎバスセンター行きバスにて終点
「せせらぎバスセンター」バス停下車徒歩３分

274 秩父郡横瀬町 横瀬町地域包括支援センター ﾖｺｾﾞﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 横瀬町 368-0072
秩父郡横瀬町大字横瀬4545
（役場庁舎内）

平18.4.1 0494-25-0281 西武秩父線横瀬駅下車徒歩３分

275 秩父郡皆野町 皆野町地域包括支援センター ﾐﾅﾉﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 皆野町 369-1623 秩父郡皆野町大字大渕103番地1 平18.4.1 0494-63-1122
秩父線皆野駅下車、町営バス日野沢又は金沢行き「長生荘」
前下車１分

276 秩父郡長瀞町 長瀞町地域包括支援センター ﾅｶﾞﾄﾛﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 長瀞町 369-1392 秩父郡長瀞町大字本野上1035-1 平18.4.1 0494-66-3111 秩父線野上駅下車徒歩8分

277 秩父郡小鹿野町 小鹿野町地域包括支援センター ｵｶﾞﾉﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 小鹿野町 368-0105
秩父郡小鹿野町小鹿野300番地
（小鹿野町保健福祉センター）

平18.4.1 0494-75-0135
西武秩父駅下車　西武バス車庫行き又は栗尾行き町立病院前
下車徒歩1分

278 秩父郡東秩父村 東秩父村地域包括支援センター ﾋｶﾞｼﾁﾁﾌﾞﾑﾗﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 東秩父村 355-0372
秩父郡東秩父村大字坂本1284-1
（東秩父村保健センター内）

平18.4.1 0493-82-1116
東武東上線小川町駅下車、白石車庫方面バス保健センター前
下車徒歩１分

279 児玉郡美里町 美里町地域包括支援センター ﾐｻﾄﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 美里町 367-0112
児玉郡美里町大字木部538番地5
（美里町保健センター内）

平28.4.1 0495-76-1325 ＪＲ八高線松久駅下車徒歩１２分

280 児玉郡神川町 神川町地域包括支援センター ｶﾐｶﾜﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 神川町 367-0246 児玉郡神川町大字関口90番地 平18.4.1 0495-74-1155 八高線丹荘駅徒歩3分

281 児玉郡上里町 上里町地域包括支援センター ｶﾐｻﾄﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 上里町 369-0392
児玉郡上里町大字七本木5518
上里町役場内

平18.4.1 0495-35-1243 高崎線神保原駅下車徒歩８分

282 大里郡寄居町
大里広域地域包括支援センター
寄居町社会福祉協議会

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾖﾘｲﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶ
ｲ

委託 ○ 社会福祉法人 寄居町社会福祉協議会 369-1221 大里郡寄居町大字保田原301 平19.3.5 048-581-8548 東武東上線鉢形駅より徒歩１２分

283 大里郡寄居町
大里広域地域包括支援センター
埼玉よりい病院

ｵｵｻﾄｺｳｲｷﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰｻｲﾀﾏﾖﾘｲﾋﾞｮｳｲﾝ 委託 医療法人 俊仁会 369-1201 大里郡寄居町大字用土395 平28.4.1 048-584-0062
東武東上線・秩父線・ＪＲ八高線寄居駅下車北口よりタク
シー１０分
上越新幹線本庄早稲田駅下車タクシー２５分

284 南埼玉郡宮代町 宮代町地域包括支援センター　もみの木 ﾐﾔｼﾛﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰﾓﾐﾉｷ 委託 社会福祉法人 真善会 345-0801 南埼玉郡宮代町字百間1121-1 平31.4.1 0480-38-6155 東武伊勢崎線東武動物公園駅下車徒歩１０分

285 北葛飾郡杉戸町 杉戸町すぎと地域包括支援センター ｽｷﾞﾄﾏﾁｽｷﾞﾄﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 直営 市町村 杉戸町 345-8502
北葛飾郡杉戸町清地2-9-29
（役場庁舎内）

平18.4.1 0480-36-2620
東武伊勢崎線
東武動物公園駅/関宿中央ターミナル行きバス
「清地2丁目」下車　徒歩3分

286 北葛飾郡杉戸町 杉戸町良宝園地域包括支援センター ｽｷﾞﾄﾏﾁﾘｮｳﾎｳｴﾝﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会福祉法人 椿寿会 345-0014
北葛飾郡杉戸町才羽2108-1（特別養護老
人ホーム良宝園内）

平24.11.1 0480-38-1120
東武伊勢崎線
東武動物公園駅/関宿中央ターミナル行きバス
「藤搦」下車　徒歩10分

287 北葛飾郡杉戸町 杉戸町ＪＭＡ地域包括支援センター ｽｷﾞﾄﾏﾁｼﾞｪｲｴﾑｴｰﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 345-0046
北葛飾郡杉戸町高野台南1-1-9　高野台
ピージビル1階

平31.4.1 0480-37-0002
東武日光線
杉戸高野台駅下車徒歩２分

288 北葛飾郡松伏町 松伏町地域包括支援センター ﾏﾂﾌﾞｼﾏﾁﾁｲｷﾎｳｶﾂｼｴﾝｾﾝﾀｰ 委託 医療法人 明日佳 343-0111 松伏町松伏357　ふれあいセンターかがやき１階 平19.4.1 048-992-2468
東武スカイツリーライン・新越谷駅よりバスで20分
JR武蔵野線・吉川駅よりバスで20分


