
■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

西区 社会福祉法人欣彰会　特別養護老人ホーム敬寿園宝来ホーム 331-0074 さいたま市西区宝来８６番地１

西区 さいたま市立養護老人ホーム　富士見園 331-0048 さいたま市西区大字清河寺７９６番地の１

西区 社会福祉法人三恵会特別養護老人ホーム三恵苑 331-0077 さいたま市西区大字中釘２，２１９番地の４

西区 社会福祉法人むつみ会　特別養護老人ホーム春陽苑 331-0068 さいたま市西区大字飯田新田９１番地の１

西区 社会福祉法人永寿荘　特別養護老人ホーム扇の森 331-0071 さいたま市西区大字高木６０２番地

西区 社会福祉法人三恵会　特別養護老人ホームひかわ 331-0071 さいたま市西区大字高木８９２番地

西区 社会福祉法人友好会　特別養護老人ホーム遊美園 331-0064 さいたま市西区大字佐知川１５２２番地１

西区 社会福祉法人ハッピーネット　特別養護老人ホーム中野林ゆめの園 331-0057 さいたま市西区大字中野林６５０番地の１

西区 社会福祉法人五葉会　特別養護老人ホーム　緑水苑指扇 331‐0047 さいたま市西区大字指扇１５７０番地２

西区 HITOWAケアサービス株式会社　介護付有料老人ホーム　イリーゼ西大宮 331-0052 さいたま市西区三橋６丁目１２３５番地１

北区 社会福祉法人悦生会　特別養護老人ホーム なごみの里 331-0821 さいたま市北区別所町８９２番地

北区 株式会社ニチイケアパレス介護付有料老人ホーム　ニチイホーム大宮 338-0823 さいたま市北区日進町２丁目１３３４番地

大宮区 株式会社ベストライフ　有料老人ホーム　ベストライフ大宮 330-0855 さいたま市大宮区上小町１１５１番地１

大宮区 社会福祉法人育成会　特別養護老人ホーム白菊苑 330-0834 さいたま市大宮区天沼町１丁目１５４番地の１

大宮区 社会福祉法人悠揚会 特別養護老人ホーム はるぱてお 330-0855 さいたま市大宮区上小町１１８７番地

大宮区 メディカル・ケア・サービス株式会社 有料老人ホーム　アンサンブル大宮 330-0855 さいたま市大宮区上小町９６０番地５

見沼区 社会福祉法人浦和の里　特別養護老人ホーム　あおぞら 337-0033 さいたま市見沼区大字御蔵１０６４番地１

見沼区 社会福祉法人安心会　特別養護老人ホームさいたまやすらぎの里 337-0004 さいたま市見沼区卸町２丁目２１番地１

見沼区 社会福祉法人欣彰会　ケアハウスみたがい 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１２９８番地

見沼区 社会福祉法人健寿会　特別養護老人ホームさいたまかがやきの里 337-0004 さいたま市見沼区染谷３丁目１９０番地１

見沼区 社会福祉法人　桐和会　特別養護老人ホーム　見沼さくらの杜 337-0012 さいたま市見沼区東宮下８８３番地１

見沼区 社会福祉法人欣彰会　特別養護老人ホーム　敬寿園七里ホーム 337‐0014 さいたま市見沼区大谷２０２２番地１

見沼区 社会福祉法人瑞泉　ケアハウス　ヴェルデ八雲 337-0026 さいたま市見沼区染谷３丁目４３０番１

見沼区 社会福祉法人大桜会　特別養護老人ホーム諏訪の苑 337-0042 さいたま市見沼区大字南中野２９番地

見沼区 特別養護老人ホーム　敬寿園 337-0024 さいたま市見沼区大字片柳１，２９８番地

見沼区 社会福祉法人五葉会　特別養護老人ホーム見沼緑水苑 337-0053 さいたま市見沼区大和田町２丁目３３６番地

見沼区 株式会社長谷工シニアウェルデザイン　センチュリーシティ大宮公園 337-0053 さいたま市見沼区大和田町1丁目1275番地

見沼区 特別養護老人ホーム　島町花の郷 337-0006 さいたま市見沼区島町３０５

中央区 社会福祉法人明日栄会　特別養護老人ホームきりしき 338-0011 さいたま市中央区新中里２丁目８番６号

中央区 社会福祉法人シナプス　特別養護老人ホーム　ナーシングヴィラ与野 338-0003 さいたま市中央区本町東６丁目１０番１号

中央区 社会福祉法人五葉会 特別養護老人ホーム　緑水苑与野 338-0012 さいたま市中央区大戸１丁目３３番１２号

中央区 社会福祉法人明日栄会特別養護老人ホームきりしき（ユニット型） 338-0011 さいたま市中央区新中里２丁目８番６号

桜区 社会福祉法人浦和の里　特別養護老人ホーム彩寿苑 338-0814 さいたま市桜区大字宿４００番地

桜区 社会福祉法人錦江舎　夢眠さくら 338-0836 さいたま市桜区町谷２丁目７番１８号

浦和区 社会福祉法人安心会　介護老人福祉施設　浦和ふれあいの里 330-0072 さいたま市浦和区領家６丁目１０番７号

浦和区 社会福祉法人まあれ愛恵会　特別養護老人ホームたいようの杜 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤８丁目１７番９号

南区 社会福祉法人弘優尽会　特別養護老人ホームけやきホームズ 336-0031 さいたま市南区鹿手袋７丁目１３番４号

南区 社会福祉法人潤青会介護老人福祉施設こもれびの丘 336-0041 さいたま市南区大字広ヶ谷戸１３０番１

南区 介護付有料老人ホーム　ベストライフ南浦和 336-0017 さいたま市南区南浦和２丁目10番３号

緑区 社会福祉法人浦和福祉会特別養護老人ホームスマイルハウス 336-0974 さいたま市緑区大字大崎２１６０番地

緑区 社会福祉法人埼玉県共済会　養護老人ホーム尚和園 336-0931 さいたま市緑区原山３丁目１５番３１号

緑区 社会福祉法人埼玉県共済会　特別養護老人ホーム尚和園 336-0931 さいたま市緑区原山３丁目１５番３１号

緑区 社会福祉法人リバティ　特別養護老人ホームリバティハウス 336-0918 さいたま市緑区松木３丁目２９番地５

緑区 社会福祉法人遍照会特別養護老人ホーム白寿園 336-0976 さいたま市緑区大字寺山１５７番地

緑区 さいたま市年輪荘　養護老人ホーム 336-0932 さいたま市緑区大字中尾１，４０４番地

緑区 社会福祉法人騏忠会　特別養護老人ホーム　浦和しぶや苑 336-0932 さいたま市緑区大字中尾９２５番地

緑区 グリーンヒルうらわ ケアハウス ぎんもくせい 336-0912 さいたま市緑区馬場１丁目７番地１

緑区 株式会社ユニマットそよ風　介護付有料老人ホーム　さいたまケアコミュニティそよ風 336-0907 さいたま市緑区道祖土１丁目７番３９号

緑区 社会福祉法人あすなろ会特別養護老人ホーム　あすなろの郷浦和 336-0911 さいたま市緑区大字三室３０２９番地３

緑区 社会福祉法人リバティ　特別養護老人ホームリバティハウス新館（ユニット型） 336-0918 さいたま市緑区松木３丁目２９番５号

緑区 社会福祉法人敬愛会　特別養護老人ホーム浦和みやびの郷 336-0911 さいたま市緑区三室１７１２番地

岩槻区 社会福祉法人城南会　特別養護老人ホーム　しらさぎ 339-0032 さいたま市岩槻区南下新井１５３８番地７

岩槻区 株式会社日本ヒューマンサポート　介護付有料老人ホーム　ヒューマンサポート岩槻 339‐0073 さいたま市岩槻区上野６丁目３番地１０

岩槻区 社会福祉法人弘颯会特別養護老人ホームやまぶきの里 339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻２丁目２番２０号

岩槻区 社会福祉法人春秋会　特別養護老人ホーム松鶴園 339-0072 さいたま市岩槻区大字古ヶ場１１番地

岩槻区 社会福祉法人城南会　ケアハウス　しらさぎ 339-0044 さいたま市岩槻区大字真福寺１４６５番地



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

岩槻区 社会福祉法人春の木会　特別養護老人ホームひなの杜 339-0002 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺５１番地１

岩槻区 社会福祉法人名栗園　ケアセンター岩槻名栗園 339-0007 さいたま市岩槻区諏訪３丁目２番地２号

岩槻区 社会福祉法人安心会　介護老人福祉施設さいたまほほえみの里 339-0011 さいたま市岩槻区大字長宮１５１２番地１

岩槻区 社会福祉法人北友会　特別養護老人ホーム　フレシール岩槻 339-0056 さいたま市岩槻区大字加倉１９０

岩槻区 社会福祉法人健寿会　介護老人福祉施設さいたましあわせの里 339-0002 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺１１５３番地１

岩槻区 社会福祉法人隼人会　特別養護老人ホーム岩槻まきば園 339—0036 さいたま市岩槻区大字横根１３７５番地

川越市 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉　ケアハウス主の園 350-0812 川越市下小坂612番地

川越市 社会福祉法人潤青会　介護老人福祉施設　小江戸の庭 350-0031 川越市大字小仙波８２３番地１

川越市 社会福祉法人相愛福祉会　特別養護老人ホーム　はつかりの里 350-0824 川越市石原町２丁目６８番地５

川越市 社会福祉法人健友会介護老人福祉施設　みなみかぜ・燦 350-0807 川越市大字吉田２０３番地３

川越市 社会福祉法人福都二十一  特別養護老人ホームアイリス弐番館 350-0822 川越市大字山田１５２６番地１

川越市 特別養護老人ホーム　真寿園 350-1173 川越市大字安比奈新田字水久保林２９２番地１

川越市 川越市養護老人ホーム　やまぶき荘 350-1175 川越市大字笠幡３，５９０番地２

川越市 社会福祉法人誠仁会特別養護老人ホーム陽光園 350-1137 川越市砂新田４５４番地

川越市 社会福祉法人相愛福祉会　特別養護老人ホームすみれの里・川越 350-0002 川越市大字古谷本郷１，４８７番地１

川越市 社会福祉法人健友会特別養護老人ホームみなみかぜ 350-0807 川越市大字吉田２０４番地２

川越市 社会福祉法人福都二十一　特別養護老人ホーム　アイリス 350-0831 川越市大字府川２４３番地２

川越市 社会福祉法人健友会ケアハウスみなみかぜ 350-0807 川越市大字吉田２０４番地２

川越市 社会福祉法人芳清会　特別養護老人ホーム　八瀬の里 350-1172 川越市大字増形１６４番地

川越市 社会福祉法人相愛福祉会　特別養護老人ホーム　蔵の町・川越 350-0064 川越市末広町１丁目２番１

川越市 社会福祉法人さくら瑞穂会　特別養護老人ホーム　やすらーじゅ瑞穂 350-0013 川越市大字渋井２１９番地

川越市 社会福祉法人親愛会　特別養護老人ホームみどりのまち親愛 350-1150 川越市中台南２丁目１５番地１０

熊谷市 社会福祉法人清風会　特別養護老人ホームサンヴィレッジ 369-0101 熊谷市津田１，５６０番地

熊谷市 社会福祉法人妻沼会 特別養護老人ホーム愛心園 360-0217 熊谷市上根２６８番地

熊谷市 グリーンフォレスト株式会社 有料老人ホーム グリーンフォレストビレッジ 360-0833 熊谷市広瀬８００番２

熊谷市 社会福祉法人武蔵野ユートピアダイアナクラブ 360-0103 熊谷市小江川１，３９６番地

熊谷市 社会福祉法人とちの実会 特別養護老人ホーム虹の郷 360-0101 熊谷市野原４６１番地３

熊谷市 社会福祉法人松仁会　特別養護老人ホーム熊谷ホーム 360-0841 熊谷市新堀１１４０番地

熊谷市 株式会社ハーフ・センチュリー・モア　サンシティ熊谷 360-0812 熊谷市大原３丁目６番１号

熊谷市 社会福祉法人　和泉の会　特別養護老人ホーム　いずみ熊谷 360-0021 熊谷市平戸２１２番地１

熊谷市 社会福祉法人　麻葉会　特別養護老人ホーム　ルーエ 360-0837 熊谷市川原明戸４７１番１

熊谷市 社会福祉法人立正橘福祉会  特別養護老人ホーム立正たちばなホーム（ユニット型） 360-0161 熊谷市万吉１７５６番地１３０

熊谷市 社会福祉法人松仁会  特別養護老人ホーム熊谷ホーム（ユニット型） 360-0841 熊谷市新堀１１４０番地

熊谷市 社会福祉法人和泉の会  特別養護老人ホームいずみ熊谷（ユニット型） 360-0021 熊谷市平戸２１２番地１

熊谷市 特別養護老人ホーム　彩華園 360-0004 熊谷市上川上２６６番地

熊谷市 社会福祉法人　熊谷福祉会　はなぶさ苑 360-0835 熊谷市玉井１１４５番地の１

熊谷市 社会福祉法人　別府会　特別養護老人ホーム　永寿苑 360-0857 熊谷市西別府１５９９番地５

熊谷市 社会福祉法人　熊谷東雲会 特別養護老人ホーム 玉の緒 360-0002 熊谷市大塚１７９番地２

熊谷市 社会福祉法人立正橘福祉会　特別養護老人ホーム　立正たちばなホーム 360-0161 熊谷市万吉字下原1756番地１３０

熊谷市 社会福祉法人松仁会　養護老人ホーム熊谷ホーム 360-0841 埼玉県熊谷市新堀１１４０番地

川口市 社会福祉法人ゆうゆう会特別養護老人ホームひかり苑 334-0003 川口市坂下町４丁目１６番３号

川口市 社会福祉法人孝慈会　特別養護老人ホーム和楽苑 334-0058 川口市大字安行領家506番地の１５

川口市 社会福祉法人徳誠会　特別養護老人ホーム　春輝苑 332-0031 川口市青木３丁目２０番１５号

川口市 社会福祉法人健寿会　介護老人福祉施設川口しあわせの里 333-0834 川口市安行領根岸字原山３７６３

川口市 社会福祉法人厚生会 特別養護老人ホーム 川口シニアセンター 333-0833 川口市大字西新井宿１２１６番地６

川口市 株式会社ソラスト　介護付有料老人ホーム　ソラスト川口 332-0002 川口市弥平２丁目２２番１０号

川口市 社会福祉法人安心会　特別養護老人ホーム川口かがやきの里 333-0833 川口市大字西新井宿字北田１０６５－１

川口市 社会福祉法人末広会　特別養護老人ホーム春香苑 332-0006 川口市末広３丁目３番３０号

川口市 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉　特別養護老人ホーム川口キングス・ガーデン 333-0824 川口市大字赤芝新田５２５番地１

川口市 社会福祉法人元気村　特別養護老人ホームかわぐち翔裕園 333-0824 川口市大字赤芝新田１１４番地２

川口市 社会福祉法人益慈会　特別養護老人ホームマッシーテラス 333-0848 川口市芝下１丁目１番３６

川口市 株式会社長谷工シニアウェルデザイン　ライフ&シニアハウスリボンシティ川口 332-0033 川口市並木元町１番６５号

川口市 株式会社ハーフ・センチュリー・モア　有料老人ホームサンシティ東川口 333-0816 川口市差間2丁目6番50号

川口市 社会福祉法人ひふみ会　特別養護老人ホーム　親光 333-0833 川口市西新井宿９３１番地

川口市 社会福祉法人　白鳩会　特別養護老人ホーム　さくらの里 344-0056 川口市峯８８８番地１

川口市 社会福祉法人　桐和会　特別養護老人ホーム　川口さくらの杜 333-0832 川口市神戸５３９番地５



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

川口市 社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会　特別養護老人ホーム　ベルホーム 334-0004 川口市辻９５８番地

川口市 社会福祉法人　鳩ヶ谷啓和会　ケアハウス　ベルハウス 334-0004 川口市辻９５８番地

川口市 社会福祉法人　栄光会　特別養護老人ホーム　かわぐちロイヤルの園 333-0813 川口市西立野４８番地

川口市 社会福祉法人健寿会介護老人福祉施設　川口ほほえみの里 333-0833 埼玉県川口市大字西新井宿９８０番地

川口市 株式会社サンケイビルウェルケア介護付有料老人ホームウェルケアテラス川口元郷 332-0002 川口市弥平２丁目２２番２号

川口市 社会福祉法人厚生会　特別養護老人ホーム川口シニアセンター（従来型） 333-0833 川口市大字西新井宿１２１６番地６

川口市 社会福祉法人益慈会　特別養護老人ホームマッシーテラス（ユニット型） 333-0848 川口市芝下１丁目１番３６号

川口市 社会福祉法人白鳩会　特別養護老人ホームさくらの里（ユニット型） 344-0056 川口市大字峯８８８番１

川口市 川口市養護老人ホーム 334-0073 川口市大字赤井１，０５５番地

川口市 社会福祉法人川口長生会　特養ホームさざんかの郷 333-0826 川口市大字新井宿８２４番地

川口市 川口市特別養護老人ホーム 334-0073 川口市大字赤井１，０５５番地

川口市 川口市ケアハウス 334-0073 川口市大字赤井１，０５５番地

川口市 社会福祉法人水梅会　特別養護老人ホーム紫水苑 333-0823 川口市大字石神１，５６０番１

川口市 社会福祉法人名栗園　総合ケアセンター　リバー・イン 333-0844 川口市上青木５丁目５番地５４号

川口市 社会福祉法人敬愛会　特別養護老人ホームみやびの郷 333-0823 川口市石神５８番地

川口市 社会福祉法人川口長生会　特別養護老人ホームとわの郷 333-0825 川口市大字赤山７６番地の１

川口市 社会福祉法人厚生会　特別養護老人ホーム第二川口シニアセンター（ユニット型） 333-0833 川口市大字西新井宿１１９３番地１

川口市 社会福祉法人厚生会　特別養護老人ホーム第二川口シニアセンター（従来型） 333-0833 川口市大字西新井宿１１９３番地１

川口市 社会福祉法人末広会　特別養護老人ホーム第２春香苑 332-0006 川口市末広３丁目４番１３号

川口市 社会福祉法人桐和会　特別養護老人ホーム道合さくらの杜 333-0835 川口市道合１３１８番１

川口市 社会福祉法人桐和会　タムスさくらの杜新井宿（従来型） 川口市新井宿２５０番地の１

川口市 社会福祉法人桐和会　タムスさくらの杜新井宿（ユニット型） 川口市新井宿２５０番地の１

行田市 社会福祉法人 枚方療育園　特別養護老人ホーム　おきな 361-0082 行田市大字馬見塚６９３番地

行田市 社会福祉法人瑞穂会　介護老人福祉施設ふぁみぃゆ行田 361-0012 行田市大字下須戸７５番地

行田市 社会福祉法人枚方療育園　特別養護老人ホームおきな（ユニット型） 361-0082 行田市馬見塚６９３番地

行田市 社会福祉法人清幸会特別養護老人ホーム緑風苑 361-0004 行田市大字須加１，５６３番地

行田市 社会福祉法人隼人会　ケアハウス　まきば園 361-0006 行田市大字白川戸２７５番地

行田市 社会福祉法人隼人会　特別養護老人ホーム　まきば 園 361-0006 行田市大字白川戸２７５番地

行田市 特別養護老人ホーム　行田さくらそう 361-0014 行田市藤間３５２番地１

秩父市 秩父福祉会特別養護老人ホーム白砂恵慈園 369-1501 秩父市大字吉田久長１８６番地の１

秩父市 社会福祉法人秩父正峰会特別養護老人ホーム 荒川園 369-1911 秩父市大字荒川贄川１０８８番地

秩父市 有限会社風原　シニアホーム武甲の郷 368-0034 秩父市日野田町２丁目１４番５号

秩父市 秩父市立養護老人ホーム　長寿荘 368-0062 秩父市大字蒔田１９７７番地

秩父市 秩父市特別養護老人ホーム　偕楽苑 368-0062 秩父市大字蒔田１９７７番地

秩父市 社会福祉法人ちちぶ慈洋福祉会　特別養護老人ホーム　愛宕の杜 368-0005 秩父市大野原７８６番地

所沢市 社会福祉法人博寿会　特別養護老人ホーム　飛鳥野の里 359-0005 所沢市神米金５０５番１

所沢市 社会福祉法人栄光会　ケアハウス　ロイヤルの園 359-1152 所沢市大字北野３丁目１番地２２号

所沢市 社会福祉法人正生会　ケアハウス　ビアラ小手指 359-1141 所沢市小手指町１丁目４０番地１

所沢市 社会福祉法人みなわ会　ケアハウス　所沢けやき 359-1164 所沢市三ヶ島5丁目551番地

所沢市 社会福祉法人端午会　特別養護老人ホーム　ところの苑 359-1131 所沢市久米１，５３８番地２

所沢市 社会福祉法人安心会　特別養護老人ホーム　所沢かがやきの里 359-0031 所沢市大字下新井下流１２４９番地２

所沢市 株式会社長谷工シニアウェルデザインライフ&シニアハウス所沢 359-1115 所沢市御幸町５番８号

所沢市 社会福祉法人　京悠会　特別養護老人ホーム　真和の森 359-0001 所沢市下富１２０６番地の１

所沢市 社会福祉法人苗場福祉会　特別養護老人ホーム　ケアカレッジ 359-1164 所沢市三ケ島５丁目1445番地6

所沢市 所沢市老人ホーム亀鶴園 359-0027 所沢市大字松郷２６７番地の１

所沢市 社会福祉法人桑の実会　特別養護老人ホーム康寿園 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘６丁目2835番地2

所沢市 特別養護老人ホーム亀令園 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘４丁目２，６９５番地１

所沢市 社会福祉法人栄光会　特別養護老人ホーム　ロイヤルの園 359-1152 所沢市大字北野３丁目１番地１８号

所沢市 社会福祉法人安心会　特別養護老人ホーム　所沢やすらぎの里 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘５丁目９２８番地１

所沢市 社会福祉法人健寿会特別養護老人ホーム健寿園 359-1101 所沢市北中２丁目３０１番地の１

所沢市 社会福祉法人聖久会特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷 359-0012 所沢市大字坂之下９４１番地３

所沢市 社会福祉法人親和会　特別養護老人ホーム　千寿里 359-0012 所沢市大字坂之下字丙明改原1153番地１

所沢市 社会福祉法人桑の実会　特別養護老人ホーム本郷希望の丘（ユニット型） 359-0022 所沢市大字本郷２６６番

所沢市 社会福祉法人　桑の実会　レジデンシャル小手指Sａｋｕｒａ 359-1141 所沢市小手指町４丁目１８番１

所沢市 社会福祉法人栄光会　特別養護老人ホーム　なみきロイヤルの園 359-1152 所沢市北原町１３７５番地２

飯能市 特別養護老人ホーム太行路 357-0112 飯能市大字下名栗４６０番地

飯能市 シルバーハウス希望の園 357-0013 飯能市大字芦刈場７８１番地



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

飯能市 名栗園特別養護老人ホームあしかり園 357-0013 飯能市大字芦苅場８０６番１号

飯能市 社会福祉法人武州清寿会　特別養護老人ホーム　吾野園 357-0217 飯能市大字南川２，０９１番地

飯能市 社会福祉法人　埼玉現成会　特別養護老人ホーム　敦徳園 357-0062 飯能市大字永田５２７番地２

飯能市 社会福祉法人名栗園　飯能市高齢者福祉施設　敬愛園 357-0013 飯能市芦苅場６９８番地３

加須市 社会福祉法人清光会　多賀谷寿光園 347-0125 加須市大字上崎２，０３７番地の１

加須市 社会福祉法人敬愛会　特別養護老人ホームふれ愛の郷 349-1153 加須市大字新川通１７９番地

加須市 社会福祉法人敬愛会　特別養護老人ホーム万葉の郷 349-1153 加須市大字新川通１０５番地の１

加須市 社会福祉法人さきたま会  特別養護老人ホームみずほの里（ユニット型） 347-0046 加須市平永１２５番地１

加須市 社会福祉法人潤青会　特別養護老人ホーム利根いこいの里（ユニット型） 347-0001 加須市大越１９３３番

加須市 社会福祉法人　愛の泉あいせんハイム 347-0022 加須市大字水深８６９番地１７

加須市 社会福祉法人愛の泉　特別養護老人ホーム愛泉苑 347-0022 加須市大字水深８６９番地２

加須市 社会福祉法人さいたま会　特別養護老人ホームみずほの里 347-0046 加須市大字平永１４２番地

加須市 特別養護老人ホーム　利根いこいの里 347-0001 加須市大字大越字上寺前1933番地

本庄市 特別養護老人ホームオルトビオス児玉ホーム 367-0212 本庄市児玉町児玉７３４番地１

本庄市 特別養護老人ホーム　安誠園 367-0011 本庄市大字小和瀬１，６６６番地

本庄市 社会福祉法人柏樹会　特別養護老人ホーム　シャローム 367-0036 本庄市大字今井１２５１番地１

本庄市 社会福祉法人宥和　特別養護老人ホーム　トマト村 367-0031 埼玉県本庄市早稲田の杜五丁目１４番８号

東松山市 特別養護老人ホーム　東松山ホーム 355-0072 東松山市大字石橋１，７１６番地

東松山市 社会福祉法人敬寿会特養ホーム年輪福祉ホーム 355-0008 東松山市大字大谷４，１０６番地

東松山市 社会福祉法人敬寿会　特別養護老人ホーム年輪福祉ホーム（ユニット型） 355-0008 東松山市大谷４１０６番地

東松山市 社会福祉法人松仁会  特別養護老人ホーム東松山ホーム（ユニット型） 355-0072 東松山市石橋１７１６番地

東松山市 社会福祉法人一心会　特別養護老人ホームふるさとの杜かみのもと 355-0073 東松山市大字上野本１８７３番地

東松山市 社会福祉法人美しの里　特別養護老人ホーム梨花　従来型 355-0073 東松山市大字東平６５６番地１

東松山市 社会福祉法人美しの里　特別養護老人ホーム梨花　ユニット型 355-0073 東松山市大字東平６５６番地１

春日部市 社会福祉法人福一会　特別養護老人ホームフラワーヒル 344-0031 春日部市大字一ノ割９４８番地１

春日部市 社会福祉法人　平成会　しょうぶ苑 344-0124 春日部市大字米崎３８９番地

春日部市 社会福祉法人庄和和合会　特別養護老人ホーム庄和和合 344-0117 春日部市金崎字道江５２７番１

春日部市 社会福祉法人清寿会　特別養護老人ホーム清寿園 344-0051 春日部市大字内牧字谷向２０７２番地

春日部市 社会福祉法人弘颯会特別養護老人ホーム豊潤館 344-0044 春日部市花積２６７番地７

春日部市 社会福祉法人かがやき　特別養護老人ホームひかり 344-0001 春日部市不動院野643番地

春日部市 株式会社日本ヒューマンサポート　介護付有料老人ホーム　ヒューマンサポート春日部 344-0033 春日部市備後西５丁目１番４４号

春日部市 社会福祉法人かがやき　特別養護老人ホームそら 344-0001 春日部市不動院野647番地

春日部市 社会福祉法人庄和和合会　特別養護老人ホーム庄和和合（ユニット型） 344-0117 春日部市金崎字道江５２７番１

春日部市 社会福祉法人春日部福祉会特別養護老人ホーム百合の郷 344-0022 春日部市大字大畑４０７番地

春日部市 特別養護老人ホーム彩光苑 344-0051 春日部市大字内牧３，１４９番地

春日部市 ケアハウス彩光苑 344-0051 春日部市大字内牧３，１４９番地

春日部市 社会福祉法人朋映会　ケアハウス春日部勝彩園 344-0037 春日部市大字上大増新田１０６番地１

春日部市 社会福祉法人春栄会　特別養護老人ホームおおまし 344-0036 春日部市下大増新田７８番地１

狭山市 社会福祉法人狭山栄会　介護老人福祉施設ジョアン宮地の里 350-1327 狭山市大字笹井１５６８番地２

狭山市 介護付有料老人ホーム家族倶楽部 350-1302 狭山市東三ツ木２２２番地の１

狭山市 社会福祉法人　入間川福祉会　特別養護老人ホーム　さくら 350-1314 狭山市大字加佐志１０４番

羽生市 社会福祉法人さきたま会　養護老人ホーム清和園 348-0044 羽生市大字上岩瀬379番地

羽生市 社会福祉法人宏和会特別養護老人ホーム清輝苑 348-0006 羽生市大字下村君１，１６９番地

羽生市 社会福祉法人さきたま会特別養護老人ホーム薫藤園 348-0032 羽生市大字秀安３５１番地

羽生市 社会福祉法人羽生福祉会特別養護老人ホームくわの実 348-0047 羽生市大字下新郷６６０番地

羽生市 社会福祉法人羽生福祉会　ケアハウスくわの実 348-0047 羽生市大字下新郷６６０番地

羽生市 社会福祉法人さきたま会  特別養護老人ホーム薫藤園（ユニット型） 348-0032 羽生市秀安３５１番地

羽生市 社会福祉法人共愛会　特別養護老人ホーム　木犀館 348-0034 羽生市下川崎１４０６番地４

鴻巣市 社会福祉法人えがりて 特別養護老人ホーム 吹上苑 369-0113 鴻巣市大字下忍４，４６１番地

鴻巣市 社会福祉法人グラン・ヘリオス会　特別養護老人ホーム川里苑デメテル・ヴィラ 365-0014 鴻巣市大字屈巣５，１５８番地

鴻巣市 社会福祉法人隼人会特別養護老人ホーム鴻巣まきば園 365-0014 鴻巣市大字前砂５１７番地の１

鴻巣市 社会福祉法人友仁会特別養護老人ホームてねる 369-0132 鴻巣市前砂１００３番１

鴻巣市 社会福祉法人えがりて  ユニット型特別養護老人ホーム吹上苑 369-0113 鴻巣市下忍４４６１番地

鴻巣市 社会福祉法人グラン・ヘリオス会  特別養護老人ホーム川里苑デメテル・ヴィラ（ユニット型） 365-0014 鴻巣市屈巣５１５８番地

鴻巣市 鴻巣市立特別養護老人ホーム　たんぽぽ荘 365-0054 鴻巣市大字大間８２９番地

鴻巣市 社会福祉法人元気村　特別養護老人ホーム　翔裕園 365-0027 鴻巣市大字上谷６８７番地１



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

鴻巣市 特別養護老人ホーム　福冨の郷 365-0028 鴻巣市鴻巣９６７番１

深谷市 特別養護老人ホーム　福寿園 369-0214 深谷市大字本郷３４１番地１

深谷市 特別養護老人ホーム　清風苑 369-1105 深谷市大字本田４，９１５番地１

深谷市 特別養護老人ホーム　フラワーヴィラ 369-1246 深谷市大字小前田２，６７７番地

深谷市 社会福祉法人かつみ会　軽費老人ホーム　エンゼルの丘 369-0215 深谷市今泉６２５番地

深谷市 社会福祉法人日本失明者協会　特別養護老人ホーム　むさし愛光園 366-0814 深谷市大谷２４１番地

深谷市 社会福祉法人両宜会特別養護老人ホームひびき 369-1101 深谷市長在家３９７６番地

深谷市 社会福祉法人はぐくむ会　特別養護老人ホーム飛鳥の郷 369-1109 深谷市上原４９６番地

深谷市 社会福祉法人かつみ会　特別養護老人ホーム　エンゼルの丘 369-0215 深谷市今泉６２５番地

深谷市 社会福祉法人望未会特別養護老人ホームサンライズガーデン（従来型） 366-0004 深谷市上手計３１７番地１

深谷市 社会福祉法人望未会特別養護老人ホームサンライズガーデン（ユニット型） 366-0004 深谷市上手計３１７番地２

深谷市 社会福祉法人かつみ会  特別養護老人ホームエンゼルの丘（ユニット型） 369-0215 深谷市今泉６２５番地

深谷市 養護盲老人ホーム　ひとみ園 366-0811 深谷市大字人見１，６６５番地の３

深谷市 特別養護老人ホーム　ふじさわ苑 366-0811 深谷市大字人見２，０２８番地３

深谷市 社会福祉法人邑元会　ケアハウス　あかつき 366-0014 深谷市大字藤野木１１７番地

深谷市 社会福祉法人邑元会　特別養護老人ホーム　あかつき 366-0014 深谷市大字藤野木１１７番地

上尾市 社会福祉法人藤寿会　介護老人福祉施設しののめ 362-0011 上尾市大字平塚字大砂２１４１番

上尾市 社会福祉法人竹柿会　介護老人福祉施設　ウエルハーネス上尾 362-0045 上尾市向山１丁目１４番地７

上尾市 社会福祉法人竹柿会　特別養護老人ホーム　上尾ほほえみの杜 362-0065 上尾市大字畔吉字堀口１３４１番地１

上尾市 株式会社社会福祉総合研究所　介護付有料老人ホーム　ロイヤルレジデンス上平公園 362-0013 上尾市大字上尾村1399番1

上尾市 社会福祉法人新生会特別養護老人ホーム新生ホーム（ユニット型） 362-0055 上尾市大字平方領領家２１３番地１

上尾市 上尾市立養護老人ホーム　恵和園 362-0066 上尾市大字領家３７１番地の1

上尾市 社会福祉法人新生会特別養護老人ホーム新生ホーム 362-0055 上尾市平方領領家２２４番１号

上尾市 社会福祉法人彩光会　特別養護老人ホーム　あけぼの 362-0058 上尾市大字上野５６７番地

上尾市 社会福祉法人彩光会　ケアハウス　あけぼの 362-0058 上尾市大字上野５６７番地

上尾市 社会福祉法人積善会　特別養護老人ホーム　葺きの里 362-0022 上尾市大字瓦葺２１４３番地２

上尾市 社会福祉法人美鈴会　特別養護老人ホームパストーン浅間台 362-0073 上尾市浅間台２丁目１７番地１

上尾市 社会福祉法人真栄会　特別養護老人ホーム椋の木 362-0011 上尾市大字平塚３２２番地

草加市 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉　特別養護老人ホーム　草加キングス・ガーデン 340-0032 草加市遊馬町１８５番地

草加市 社会福祉法人草加福祉会　特別養護老人ホームフェリス 340-0051 草加市長栄２丁目１番地８

草加市 社会福祉法人草加松原会　特別養護老人ホームクォーターヴィレッジ 340-0001 草加市柿木町１０８４番地

草加市 社会福祉法人草加福祉会特別養護老人ホームアートフェリス 340‐0041 草加市松原１丁目８番１５号

草加市 社会福祉法人青樹会　特別養護老人ホーム　柿木園 340-0001 草加市柿木町１８１番地

草加市 社会福祉法人　草加市社会福祉事業団　養護老人ホーム　松楽苑 340-0001 草加市柿木町１８８番地

草加市 社会福祉法人　草加会　特別養護老人ホーム　草加園 340-0036 草加市苗塚町２００番地２

越谷市 社会福祉法人大吉会　特別養護老人ホーム　キャンベルホーム 343-0008 越谷市大字大吉５５２番地１

越谷市 社会福祉法人光彩会特別養護老人ホームみちみち 343-0003 越谷市大字船渡２０４６番地

越谷市 社会福祉法人貴親会　憩いの里養護老人ホーム　すこやか 343-0012 越谷市増森１丁目８５番地

越谷市 社会福祉法人　桐和会　特別養護老人ホーム　越谷さくらの杜 343-0852 越谷市新川町２丁目２４７番地

越谷市 社会福祉法人温和会  特別養護老人ホーム越谷ホーム（ユニット型） 343-0804 越谷市南荻島１９８７番地

越谷市 社会福祉法人貴親会  特別養護老人ホーム憩いの里（ユニット型） 343-0012 越谷市増森１丁目８５番地

越谷市 社会福祉法人温和会　特別養護老人ホーム　越谷ホーム 343-0804 越谷市南荻島１９８７番地

越谷市 社会福祉法人越谷一誓会特別養護老人ホーム　嘉祥園 343-0856 越谷市谷中町４丁目２９番地

越谷市 社会福祉法人貴親会　特別養護老人ホーム　憩いの里 343-0012 越谷市増森１丁目８５番地

越谷市 社会福祉法人寛反会　ケアハウスコスモ越谷 343-0011 越谷市大字増林５，９０５番地２

越谷市 社会福祉法人エンゼル福祉会　特別養護老人ホーム越谷なごみの郷 343-0827 越谷市川柳町３丁目６０番１

越谷市 社会福祉法人越寿会ケアハウスリバティガーデン 343-0855 越谷市大字西新井字西前1016番地１

蕨市 社会福祉法人寧幸会特別養護老人ホーム蕨サンクチュアリ 335-0001 蕨市北町５丁目１２番５号

蕨市 社会福祉法人ぱる　特別養護老人ホームいきいきタウン蕨 335-0003 蕨市南町２丁目３２番２０号

戸田市 戸田ケアコミュニティそよ風 335-0027 戸田市氷川町２－１６－２３

戸田市 社会福祉法人　畏敬会　特別養護老人ホーム　レーベンホーム戸田 335-0012 戸田市中町１丁目２９番地の５

戸田市 社会福祉法人　優美会　特別養護老人ホーム　とだ優和の杜（従来型） 335-0026 戸田市新曽南4丁目2番35号

戸田市 社会福祉法人　優美会　特別養護老人ホーム　とだ優和の杜（ユニット型） 335-0026 戸田市新曽南4丁目2番35号

戸田市 社会福祉法人　優美会　ケアハウスとだ優和の杜 335-0026 戸田市新曽南4丁目2番35号

戸田市 社会福祉法人畏敬会  特別養護老人ホームレーベンホーム戸田（ユニット型） 335-0012 戸田市中町１丁目２９番５号

戸田市 戸田市立健康福祉の杜　特別養護老人ホーム　戸田ほほえみの郷 335-0022 戸田市大字上戸田５番地４



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

戸田市 社会福祉法人ぱる　介護老人福祉施設いきいきタウンとだ 335-0014 戸田市喜沢南２丁目５番２３号

入間市 社会福祉法人入間会　特別養護老人ホーム　扇揚苑 358-0035 入間市大字中神８５３番地１

入間市 社会福祉法人杏樹会特別養護老人ホーム杏樹苑・爽風館 358-0053 入間市大字仏子1111番地1

入間市 社会福祉法人杏樹会　特別養護老人ホーム杏樹苑滔々館（ユニット型） 358-0013 入間市上藤沢８５１番地１

入間市 社会福祉法人永仁会特別養護老人ホーム　入間老人ホーム 358-0026 入間市小谷田１，６５６番地１

入間市 社会福祉法人埼友会特別養護老人ホーム聖愛園 358-0015 入間市大字二本木１，０８３番地１

入間市 社会福祉法人杏樹会特別養護老人ホーム杏樹苑 358-0013 入間市大字上藤沢８５１番地１

入間市 社会福祉法人世希泉会　ケアハウス　マナ 358-0022 入間市扇町屋３丁目５番３０号

入間市 社会福祉法人靖和会　特別養護老人ホーム　入間つつじの園 358‐0014 入間市宮寺２４６７番地

入間市 社会福祉法人青芳会　特別養護老人ホーム　鍵山苑１号館（ユニット型） 358-0004 入間市鍵山３丁目１１番２号

入間市 社会福祉法人青芳会　特別養護老人ホーム　鍵山苑２号館（従来型） 358-0004 入間市鍵山３丁目１１番２号

朝霞市 社会福祉法人　ハレルヤ　特別養護老人ホーム　ハレルヤ 351-0023 朝霞市溝沼一丁目５番６号

朝霞市 社会福祉法人　高栄会　特別養護老人ホーム　花水木の里 351-0031 朝霞市宮戸２４番地１

朝霞市 医療法人山柳会　コンフォルト朝霞 351-0023 朝霞市溝沼１丁目５番２号

朝霞市 朝霞市立特別養護老人ホーム朝光苑 351-0013 朝霞市大字膝折２番地の１４

朝霞市 社会福祉法人長寿会　特別養護老人ホーム内間木苑 351-0001 朝霞市大字上内間木字八釼498番4

志木市 社会福祉法人ルストホフ志木　特別養護老人ホームブロン 353-0004 志木市本町２丁目１０番５０号

志木市 社会福祉法人ルストホフ志木　ケアハウスリヒト 353-0004 志木市本町２丁目１０番５０号

志木市 社会福祉法人さくら瑞穂会　特別養護老人ホーム　志木瑞穂の森 353-0002 志木市中宗岡３丁目１６番５３号

和光市 社会福祉法人和光福祉会　ケアハウス桜の里 351-0115 和光市新倉８丁目２３番２号

和光市 社会福祉法人和光福祉会　特別養護老人ホーム和光苑 351-0115 和光市新倉８丁目２３番１号

新座市 株式会社　メープルヴィラ　介護付有料老人ホーム　ケアヴィレッジ美乃里 352-0001 新座市東北２丁目６番２６号

新座市 社会福祉法人アヤ福祉会  特別養護老人ホームみかんの里（ユニット型） 352-0005 新座市中野１丁目１７番３３号

新座市 社会福祉法人殿山福祉会特別養護老人ホーム殿山亀寿苑 352-0023 新座市堀ノ内３丁目１３番１号

新座市 社会福祉法人晴智会　特別養護老人ホーム　晴和苑 352-0002 新座市東３丁目７番２６号

新座市 社会福祉法人アヤ福祉会　特別養護老人ホームみかんの里 352-0005 新座市中野１丁目１７番３３号

新座市 社会福祉法人新座福祉会　特別養護老人ホーム　菜々の郷 352-0016 新座市馬場１丁目２番３５号

新座市 社会福祉法人ゆずの木　特別養護老人ホーム　そらーれ新座 352-0011 新座市野火止１丁目１９番１５号

桶川市 社会福祉法人安誠福祉会軽費老人ホーム　安らぎの里 363-0027 桶川市大字川田谷７，１４１番地の１

桶川市 社会福祉法人安誠福祉会特別養護老人ホーム　はにわの里 363-0027 桶川市大字川田谷７，１４１番地の１

桶川市 社会福祉法人明和会特別養護老人ホーム　べに花の郷 363-0008 桶川市大字坂田５１６番地１

桶川市 社会福祉法人明和会 ケアハウス　べに花の郷 363-0008 桶川市大字坂田５１６番地１

桶川市 社会福祉法人緑風会 特別養護老人ホーム　花ノ木の郷 363-0001 桶川市大字加納１８２４番地の１

桶川市 社会福祉法人熊谷福祉の里特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川 363-0008 桶川市坂田８４５番地１

久喜市 特別養護老人ホーム　しょうぶの里 346-0113 久喜市下栢間２，８１５番地１

久喜市 社会福祉法人元気村　特別養護老人ホーム栗橋翔裕園 349-1104 久喜市栗橋３１０番地１

久喜市 社会福祉法人恒寿会特別養護老人ホーム恒寿苑 340-0213 久喜市中妻９０２番地

久喜市 社会福祉法人彩鷲会特別養護老人ホーム鷲宮苑 340-0204 久喜市北川崎６０７番地

久喜市 社会福祉法人茂樹会  特別養護老人ホーム陽日館 345-0022 久喜市下早見１７２８番地１

久喜市 特別養護老人ホーム　鶴寿荘 346-0024 久喜市大字北青柳１，３６４番地

久喜市 社会福祉法人茂樹会　特別養護老人ホーム　久喜の里 346-0022 久喜市大字下早見１，７２８番地１

久喜市 社会福祉法人　福寿会 特別養護老人ホーム　久喜ことぶき苑（ユニット型） 340-0211 埼玉県久喜市上内砂原１３７８番１１

久喜市 社会福祉法人　福寿会 特別養護老人ホーム　久喜ことぶき苑（従来型） 340-0211 埼玉県久喜市上内砂原１３７８番１１

久喜市 社会福祉法人茂樹会　特別養護老人ホーム　喜びの里鷲宮 340-0217 久喜市鷲宮３０５５番地１

北本市 社会福祉法人松寿会特別養護老人ホームサニーホーム 364-0021 北本市大字北本宿１６２番地１

北本市 社会福祉法人徳慈会　特別養護老人ホーム　さくら苑 364-0001 北本市深井５丁目６７番地

北本市 社会福祉法人松川会　特別養護老人ホーム　チェリーヒルズ北本 364-0024 北本市石戸５丁目１４３番地１

北本市 社会福祉法人ピースクエア　特別養護老人ホーム　けやきの杜 364-0011 北本市朝日１丁目３０番１

八潮市 社会福祉法人名栗園　特別養護老人ホームやしお苑 340-0814 八潮市大字南川崎２１０番地１

八潮市 社会福祉法人福祉楽団　特別養護老人ホーム　杜の家やしお 340-0802 八潮市大字鶴ヶ曽根５６７番１

八潮市 社会福祉法人きらめき会　特別養護老人ホーム　八潮いこいの里 340－0824 八潮市垳５２６番地１号

富士見市 社会福祉法人相愛福祉会　特別養護老人ホームこぶしの里 354-0002 富士見市上南畑２８３６番地

富士見市 社会福祉法人　埼玉療育友の会　特別養護老人ホーム　はるな苑 354-0031 富士見市大字勝瀬５１２番地１

富士見市 株式会社ベストライフ介護付有料老人ホームベストライフふじみ野 354-0034 富士見市上沢１丁目１９番１５号

富士見市 社会福祉法人富士見市社会福祉事業団  特別養護老人ホームふじみ苑（ユニット型） 354-0021 富士見市鶴馬３３６０番地１

富士見市 有料老人ホーム志木シルバーハイツ 354-0017 富士見市大字針ヶ谷１丁目１６番地９号



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

富士見市 特別養護老人ホーム　ふじみ苑 354-0021 富士見市大字鶴馬３，３６０番地１

富士見市 社会福祉法人ふじみの福祉会　むさしの 354-0003 富士見市大字南畑新田１６番地１

富士見市 社会福祉法人相愛福祉会　住宅型・介護付有料老人ホーム羽沢ナーシングホーム 354-0033 富士見市羽沢３丁目１番２７号

三郷市 社会福祉法人小鳩会特別養護老人ホーム　小鳩園 341-0038 埼玉県三郷市中央４丁目８番地４

三郷市 社会福祉法人藤光会特別養護老人ホーム三郷藤光苑 341-0052 三郷市彦野１丁目２０２番地

三郷市 社会福祉法人緑風会　特別養護老人ホーム　しいの木の郷 341-0056 三郷市番匠免１丁目３１４番

三郷市 社会福祉法人緑風会　ケアハウス　しいの木の郷 341-0056 三郷市番匠免１丁目３１４番

蓮田市 グッドタイムリビング埼玉蓮田 349-0128 蓮田市山ノ内２番地４１号

蓮田市 社会福祉法人吉祥福寿会  特別養護老人ホーム吾亦紅（ユニット型） 349-0133 蓮田市閏戸１８８５番地

蓮田市 社会福祉法人　吉祥福寿会　特別養護老人ホーム　吾亦紅 349-0133 蓮田市大字閏戸１，８８５番地

蓮田市 社会福祉法人　吉祥福寿会　ケアハウス　すずらん苑 349-0133 蓮田市大字閏戸１，８８５番地

坂戸市 社会福祉法人　プラモウト・サークルクラブ坂戸サークルホーム 350-0212 坂戸市大字石井１，６８４番地

坂戸市 社会福祉法人シャローム埼玉特別養護老人ホームシャローム・ガーデン坂戸 350-0262 坂戸市大字新堀１番地１

坂戸市 社会福祉法人栄光会　特別養護老人ホーム　さかどロイヤルの園 350-0244 坂戸市大字森戸７３９番地１

坂戸市 社会福祉法人　プラモウト・サークルクラブ小沼サークルホーム 350-0202 坂戸市小沼４９０番地１

幸手市 社会福祉法人幸和会　特別養護老人ホーム桜楓苑 340-0145 幸手市平須賀２丁目２２５番地

幸手市 社会福祉法人幸和会　特別養護老人ホームひらすかの郷 340-0145 幸手市平須賀２丁目２２４番地

幸手市 株式会社日本ヒューマンサポート　介護付有料老人ホームヒューマンサポート幸手 340-0111 幸手市北１丁目１３番２０号

幸手市 社会福祉法人みゆき会　特別養護老人ホームさっての里（ユニット型） 340-0105 幸手市大字松石字西６番１

幸手市 社会福祉法人みゆき会　特別養護老人ホームさっての里（従来型） 340-0106 幸手市大字松石字西６番１

鶴ヶ島市 特別養護老人ホーム清光苑 350-2217 鶴ヶ島市大字三ツ木８５５番地１

鶴ヶ島市 社会福祉法人稲穂の道　特別養護老人ホーム　みどりの風鶴ヶ島 350-2203 鶴ヶ島市上広谷５４３番１

日高市 社会福祉法人晃和会　特別養護老人ホーム清雅園 350-1211 日高市森戸新田９９番地の２

日高市 社会福祉法人武蔵会　特別養護老人ホーム清流苑 350-1257 日高市大字横手４０１番地５

吉川市 特別養護老人ホーム　吉川平成園 342-0022 吉川市大字加藤１８７番地１

吉川市 社会福祉法人楽栄会　特別養護老人ホーム　ききょう苑 342-0025 吉川市大字飯島２７４番地

吉川市 株式会社ツクイ　有料老人ホーム　ザ・サンシャイン吉川 342-0045 吉川市木売２丁目１１番３号

吉川市 社会福祉法人端午会　特別養護老人ホームみなみの苑 342-0033 吉川市中曽根１５５９番地２

ふじみ野市 社会福祉法人秋桜園　特別養護老人ホーム秋桜の里かみふくおか 356-0034 ふじみ野市大字駒林１，１４５番地の１

ふじみ野市 社会福祉法人崇徳会　特別養護老人ホーム　マザーアース 356-0053 ふじみ野市大字大井６２１番地の１

ふじみ野市 社会福祉法人相愛福祉会　特別養護老人ホーム　あやめの里 356-0013 ふじみ野市大字中福岡２６３番地

ふじみ野市 社会福祉法人樹会 特別養護老人ホーム 大井苑 356-0054 ふじみ野市大井武蔵野１２７７番地１

ふじみ野市 株式会社長谷工シニアウェルデザイン　ライフ&シニアハウス川越南七彩の街 356-0045 ふじみ野市鶴ヶ岡４丁目１６番１５号

ふじみ野市 地域密着型特別養護老人ホーム　鶴ケ岡苑 356-0044 ふじみ野市西鶴ケ岡２１５８番３

白岡市 社会福祉法人白岡白寿会　特別養護老人ホーム　いなほの里 349-0215 白岡市千駄野６６３番地１

白岡市 社会福祉法人浦和の里　特別養護老人ホーム　わかば 349-0226 白岡市大字岡泉９０２番地

伊奈町 社会福祉法人　光彩会　特別養護老人ホーム　みちみち伊奈中央 362-0806 北足立郡伊奈町小室９５４４番地３

伊奈町 社会福祉法人光彩会特別養護老人ホームみちみち伊奈北 362-0808 北足立郡伊奈町大字小針新宿３６８番１

三芳町 社会福祉法人三芳厚生福祉会特養ホームみよし園 354-0045 入間郡三芳町大字上富１，７８４番８

三芳町 社会福祉法人　美咲会　特別養護老人ホーム　みずほ苑 354-0043 入間郡三芳町大字竹間沢７３５番地１

三芳町 社会福祉法人みよしの会 特別養護老人ホーム　桜荘 354-0044 入間郡三芳町大字北永井４１５番地１

三芳町 社会福祉法人蓬莱会 特別養護老人ホーム　こころ三芳 354-0044 入間郡三芳町大字北永井９４６番地１

三芳町 社会福祉法人美咲会  特別養護老人ホームみずほ苑（ユニット型） 354-0043 入間郡三芳町大字竹間沢７３５番地

毛呂山町 社会福祉法人育心会　特別養護老人ホーム　悠久園 350-0464 入間郡毛呂山町大字南台５丁目３８番地５

毛呂山町 社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会　特別養護老人ホーム　ななふく苑 350-0433 入間郡毛呂山町西大久保７６６－１

越生町 社会福祉法人光　特別養護老人ホーム　光の丘 350-0415 入間郡越生町大字上野３，０７８番地５

滑川町 社会福祉法人守人会 特別養護老人ホーム 森林園 355-0811 比企郡滑川町大字羽尾４７３８番地２

滑川町 社会福祉法人守人会　特別養護老人ホーム森林園（ユニット型） 355-0811 比企郡滑川町羽尾字寺谷４７３８番地２

嵐山町 特別養護老人ホーム武蔵野ユートピアダイアナクラブ 355-0201 比企郡嵐山町大字古里６９６番地の１

嵐山町 社会福祉法人　晃樹会　特別養護老人ホームらんざん苑 355-0206 比企郡嵐山町大字越畑１，３７１番地１

小川町 日赤埼玉県支部　特別養護老人ホーム小川ひなた荘 355-0321 比企郡小川町大字小川１，５４８番地の１

小川町 社会福祉法人宏仁会　特別養護老人ホームさくらぎ苑 355-0333 比企郡小川町大字飯田１１７番地

小川町 社会福祉法人宏仁会  特別養護老人ホームさくらぎ苑　やすらぎ（ユニット型） 355-0333 比企郡小川町飯田１１７番地

川島町 社会福祉法人　永楽会特養ホーム永楽園 350-0133 比企郡川島町大字表１４７番地１

吉見町 社会福祉法人　常磐福祉会 特別養護老人ホーム 常磐苑 355-0155 比企郡吉見町大字北吉見３５０番地

鳩山町 社会福祉法人鳩山松寿会特養ホーム鳩山松寿園 350-0323 比企郡鳩山町大字小用５５４番地



■　老人ホーム

市町村名 名称 郵便番号 住所

ときがわ町 社会福祉法人よし乃郷 特別養護老人ホーム よし乃郷 355-0343 比企郡ときがわ町大字五明１４４９番２

ときがわ町 社会福祉法人よし乃郷 特別養護老人ホーム よし乃郷　美しい自然と暮らす馬場館 355-0355 比企郡ときがわ町大字馬場２５６番２

横瀬町 社会福祉法人織舩会 特別養護老人ホーム ウエルハイムヨコゼ 368-0072 秩父郡横瀬町横瀬５，８０６番地の１

皆野町 社会福祉法人みなの福祉会 ケアハウス 悠う湯ホーム 369-1625 秩父郡皆野町大字下日野沢３，９０６番地の3

皆野町 社会福祉法人みなの福祉会 特別養護老人ホーム 悠う湯ホーム 369-1625 秩父郡皆野町大字下日野沢３，９０６番地の3

長瀞町 社会福祉法人長瀞福祉会　特別養護老人ホームながとろ苑 369-1302 秩父郡長瀞町大字野上下郷４２８番地

小鹿野町 小鹿野町立養護老人ホーム秩父荘 368-0101 秩父郡小鹿野町下小鹿野２，５５１番地

小鹿野町 社会福祉法人　小鹿野福祉会 特別養護老人ホーム 小鹿野苑 368-0101 秩父郡小鹿野町下小鹿野２，５５１番地

小鹿野町 社会福祉法人秩父正峰会　特別養護老人ホーム花菖蒲・両神 368-0201 秩父郡小鹿野町両神薄１０６０番地１

美里町 社会福祉法人美里会特別養護老人ホーム 美里敬愛ホーム 367-0101 児玉郡美里町大字小茂田７４９番地

神川町 社会福祉法人　和泉の会　特別養護老人ホームいずみ 367-0312 児玉郡神川町大字上阿久原５６７番地

神川町 社会福祉法人　神流福祉会　特別養護老人ホームいろりの友 367-0244 児玉郡神川町大字八日市北新山７３９番地の２

上里町 社会福祉法人明生会　特別養護老人ホーム　青空 369-0301 児玉郡上里町大字金久保777番地

上里町 特別養護老人ホーム　ルピナス園 369-0313 児玉郡上里町大字堤４８９番地

上里町 社会福祉法人彩の郷福祉会 特別養護老人ホームたちばな 369-0315 児玉郡上里町大字大御堂８０６番地

上里町 社会福祉法人梨花の里　特別養護老人ホーム心の里 369-0306 児玉郡上里町大字七本木４２０番地

宮代町 社会福祉法人みつなみ会　特別養護老人ホームみどりの森 345-0836 南埼玉郡宮代町大字和戸１，７８０番地１

宮代町 社会福祉法人　真善会　特別養護老人ホーム　もみの木 345-0816 南埼玉郡宮代町字金原５６７番地

杉戸町 社会福祉法人椿寿会特別養護老人ホーム 良宝園 345-0014 北葛飾郡杉戸町大字才羽２，１０８番地の１

杉戸町 社会福祉法人ケアネット　特別養護老人ホーム　はなみずき 345-0041 北葛飾郡杉戸町大字茨島７３１番地１

松伏町 社会福祉法人松大会特別養護老人ホーム 三戸里園 343-0106 北葛飾郡松伏町大字大川戸９６８番地

松伏町 社会福祉法人松大会  特別養護老人ホーム三戸里園（ユニット型） 343-0106 北葛飾郡松伏町大川戸９６８番地


