
№ 法人の名称 フリガナ 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 法人所管 県窓口

1 愛育会 ｱｲｲｸｶｲ 369-1221 大里郡寄居町大字保田原147 048-581-6697 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

2 愛弘会 ｱｲｺｳｶｲ 355-0065 東松山市岩殿1738 0493-34-4331 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

3 愛心会 ｱｲｼﾝｶｲ 355-0327 比企郡小川町大字腰越330-1 0493-74-0066 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

4 愛誠会 ｱｲｾｲｶｲ 349-1124 久喜市佐間1145 0480-52-5988 久喜市 ―

5 愛全会 ｱｲｾﾞﾝｶｲ 346-0005 久喜市本町7-2-72 0480-21-0545 久喜市 ―

6 愛の泉 ｱｲﾉｲｽﾞﾐ 347-8510 加須市土手2-15-57 0480-61-2704 加須市 ―

7 愛の田会 ｱｲﾉﾀｶｲ 350-0262 坂戸市大字新堀271-1 049-288-7715 坂戸市 ―

8 愛抱会 ｱｲﾎｳｶｲ 343-0111 北葛飾郡松伏町大字松伏203-1 048-992-5315 埼玉県
（こども安全課）

こども安全課

9 愛隣館 ｱｲﾘﾝｶﾝ 351-0004 朝霞市大字根岸字榎戸257-1 048-461-8177 朝霞市 ―

10 愛和会 ｱｲﾜｶｲ 360-0162 熊谷市村岡563-1 048-536-5323 熊谷市 ―

11 青い鳥福祉会 ｱｵｲﾄﾘﾌｸｼｶｲ 355-0002 東松山市大字東平2218-4 0493-59-6826 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

12 青柳保育会 ｱｵﾔｷﾞﾎｲｸｶｲ 350-1301 狭山市青柳317-3 04-2954-3850 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

13 あかね会 ｱｶﾈｶｲ 341-0028 三郷市南蓮沼330番地1 048-953-8300 三郷市 ―

14 秋草福祉会 ｱｷｸｻﾌｸｼｶｲ 350-1317 狭山市大字水野1246-7 04-2997-8661 狭山市 ―

15 あきら会 ｱｷﾗｶｲ 345-0814 南埼玉郡宮代町字東668 0480-34-8393 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

16 上尾あゆみ会 ｱｹﾞｵｱﾕﾐｶｲ 362-0061 上尾市藤波1-209-2 048-787-4747 上尾市 ―

17 上尾市社会福祉協
議会

ｱｹﾞｵｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

362-0011 上尾市大字平塚724 048-773-7155 上尾市 ―

18 あげお福祉会 ｱｹﾞｵﾌｸｼｶｲ 362-0015 上尾市緑丘2-2-11 048-777-2188 上尾市 ―

19 上尾芙蓉会 ｱｹﾞｵﾌﾖｳｶｲ 362-0043 上尾市西宮下1-16-1 048-776-6771 上尾市 ―

20 あけぼの会 ｱｹﾎﾞﾉｶｲ 335-0031 戸田市美女木2-1-7 048-421-1569 戸田市 ―

21 曙会 ｱｹﾎﾞﾉｶｲ 358-0002 入間市東町1-8-5 04-2962-2428 入間市 ―

22 あけぼの学園 ｱｹﾎﾞﾉｶﾞｸｴﾝ 350-0443 入間郡毛呂山町大字長瀬398-5 049-295-2340 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

23 あさか杏樹会 ｱｻｶｱﾝｼﾞｭｶｲ 351-0035 朝霞市朝志ヶ丘3-7-47 048-473-8650 朝霞市 ―

24 朝霞市社会福祉協
議会

ｱｻｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

351-8560 朝霞市大字浜崎51-1 048-486-2479 朝霞市 ―

25 あさかたんぽぽ会 ｱｻｶﾀﾝﾎﾟﾎﾟｶｲ 351-0012 朝霞市栄町5-1-30 048-467-5191 朝霞市 ―

26 朝霞地区福祉会 ｱｻｶﾁｸﾌｸｼｶｲ 353-0003 志木市下宗岡1-23-1 048-471-3139 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

27 麻葉会 ｱｻﾉﾊｶｲ 360-0837 熊谷市川原明戸字台471-3 048-531-3010 熊谷市 ―

28 あすなろ会 ｱｽﾅﾛｶｲ 344-0013 春日部市銚子口1133-1 048-734-2828 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

29 あすみ福祉会 ｱｽﾐﾌｸｼｶｲ 358-0026 入間市大字小谷田字上ノ台64 04-2964-5559 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

30 愛宕会 ｱﾀｺﾞｶｲ 350-2227 鶴ヶ島市新町四丁目９番地３ 049-286-3860 鶴ヶ島市 ―

31 アヤ福祉会 ｱﾔﾌｸｼｶｲ 352-0022 新座市本多1-9-37 048-477-5721 新座市 ―
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32 あやめ学園 ｱﾔﾒｶﾞｸｴﾝ 346-0104 久喜市菖蒲町三箇181-1 0480-85-1505 久喜市 ―

33 あゆみ会 ｱﾕﾐｶｲ 348-0044 羽生市大字上岩瀬370 048-562-1221 埼玉県
（こども安全課）

こども安全課

34 あゆみの会 ｱﾕﾐﾉｶｲ 356-0004 ふじみ野市上福岡三丁目１１番３号 049-230-1717 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

35 歩む会福祉会 ｱﾕﾑｶｲﾌｸｼｶｲ 366-0817 深谷市柏合字土路林804-1 048-551-4040 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

36 荒木ホザナ会 ｱﾗｷﾎｻﾞﾅｶｲ 361-0011 行田市荒木1590-1 048-559-1543 行田市 ―

37 あらぐさ福祉会 ｱﾗｸﾞｻﾌｸｼｶｲ 362-0051 上尾市大字地頭方438-6 048-726-5720 上尾市 ―

38 新 ｱﾗﾀ 350-1311 狭山市中新田73-3 04-2958-7832 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

39 ありす福祉会 ｱﾘｽﾌｸｼｶｲ 350-0258 坂戸市大字北峰字大河原８－７ 049-298-8316 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

40 杏樹会 ｱﾝｼﾞｭｶｲ 358-0013 入間市大字上藤沢851-1 04-2966-7171 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

41 安心会 ｱﾝｼﾝｶｲ 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘5-928-1 04-2921-5522 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

42 安盛の会 ｱﾝｾｲﾉｶｲ 369-0305 児玉郡上里町大字神保原町263-10 0495-33-8877 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

43 安誠福祉会 ｱﾝｾｲﾌｸｼｶｲ 363-0022 桶川市若宮1-5-2 048-789-3200 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

44 育暎福祉会 ｲｸｴｲﾌｸｼｶｲ 342-0036 吉川市高富2-12-6 048-981-4574 吉川市 ―

45 育慈会 ｲｸｼﾞｶｲ 360-0843 熊谷市三ヶ尻6338-2 048-532-2916 熊谷市 ―

46 育心会 ｲｸｼﾝｶｲ 350-0434 入間郡毛呂山町大字市場1095 049-295-7400 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

47 育成舎 ｲｸｾｲｼｬ 355-0811 比企郡滑川町大字羽尾1830 0493-56-3223 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

48 畏敬会 ｲｹｲｶｲ 332-0012 戸田市中町1-29-5 048-430-1020 埼玉県
（高齢者福祉課）

高齢者福祉課

49 いこいの里 ｲｺｲﾉｻﾄ 366-0810 深谷市宿根1297 048-572-8830 深谷市 ―

50 いずみ会 ｲｽﾞﾐｶｲ 355-0328 比企郡小川町大字大塚529-6 0493-72-1170 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

51 いずみ会 ｲｽﾞﾐｶｲ 355-0022 東松山市御茶山町15-13 049-296-5775 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

52 和泉の会 ｲｽﾞﾐﾉｶｲ 367-0312 児玉郡神川町大字上阿久原567 0274-52-6038 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

53 泉の会 ｲｽﾞﾐﾉｶｲ 348-0065 羽生市大字藤井下組1013-1 048-565-2020 羽生市 ―

54 泉の里 ｲｽﾞﾐﾉｻﾄ 369-0215 深谷市今泉46-1 048-585-5061 深谷市 ―

55 いずみの福祉会 ｲｽﾞﾐﾉﾌｸｼｶｲ 363-0027 桶川市大字川田谷字泉野１９９１番地５ 048-786-2213 桶川市 ―

56 泉の森 ｲｽﾞﾐﾉﾓﾘ 354-0022 富士見市山室2-5-9 049-252-3414 富士見市 ―

57 一 ｲﾁ 367-0225 本庄市児玉町飯倉831 0495-72-7887 本庄市 ―

58 一寿会 ｲﾁｼﾞｭｶｲ 340-0800 八潮市大字八條字入谷294-4 048-930-5111 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

59 一樹福祉会 ｲﾁｼﾞｭﾌｸｼｶｲ 362-0045 上尾市向山4-3-21 048-725-3350 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

60 銀杏会 ｲﾁｮｳｶｲ 343-0114 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東3-14-10 048-993-1110 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

61 一葉会 ｲﾁﾖｳｶｲ 368-0014 秩父市金室町11-4 0494-24-3347 秩父市 ―

62 樹会 ｲﾂｷｶｲ 356-0054 ふじみ野市大井武蔵野1277-1 049-262-8686 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

63 一心会 ｲｯｼﾝｶｲ 355-0073 東松山市大字上野本1873-1 0493-22-1155 東松山市 ―

64 稲穂の道 ｲﾅﾎﾉﾐﾁ 350-2203 鶴ヶ島市大字上広谷543番地１ 049-299-6056 鶴ヶ島市 ―
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65 伊奈町社会福祉協
議会

ｲﾅﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

362-0806 北足立郡伊奈町中央1-93 048-722-9990 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

66 入間川福祉会 ｲﾙﾏｶﾞﾜﾌｸｼｶｲ 350-1314 狭山市大字加佐志字普門寺104 04-2950-0606 狭山市 ―

67 入間市社会福祉協
議会

ｲﾙﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

358-0003 入間市豊岡4-2-2 04-2963-1014 入間市 ―

68 入間東部福祉会 ｲﾙﾏﾄｳﾌﾞﾌｸｼｶｲ 354-0045 入間郡三芳町上富322-2 049-258-8120 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

69 入間福祉会 ｲﾙﾏﾌｸｼｶｲ 358-0035 入間市大字中神853番地1 04-2935-0123 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

70 いるま保育会 ｲﾙﾏﾎｲｸｶｲ 350-1315 狭山市北入曽1294-1 04-2959-4856 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

71 彩保育会 ｲﾛﾄﾞﾘﾎｲｸｶｲ 332-0023 川口市飯塚1-2-16 048-257-5660 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

72 ウィング ｳｨﾝｸﾞ 350-0122 比企郡川島町下八ツ林871-5 049-297-7405 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

73 美しの里 ｳﾂｸｼﾉｻﾄ 355-0002 東松山市東平656-1 0493-74-0090 東松山市 ―

74 栄光会 ｴｲｺｳｶｲ 359-1152 所沢市北野3-1-18 04-2947-1600 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

75 英光会 ｴｲｺｳｶｲ 361-0032 行田市佐間3-20-3 048-556-2503 行田市 ―

76 栄寿会 ｴｲｼﾞｭｶｲ 369-1233 大里郡寄居町大字秋山721 048-581-8710 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

77 永寿荘 ｴｲｼﾞｭｿｳ 331-0071 さいたま市西区高木602 048-625-5000 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

78 永仁会 ｴｲｼﾞﾝｶｲ 358-0026 入間市大字小谷田1656-1 04-2963-4801 入間市 ―

79 英清学園 ｴｲｾｲｶﾞｸｴﾝ 344-0021 春日部市大場1644 048-734-9692 春日部市 ―

80 エイドセンター ｴｲﾄﾞｾﾝﾀｰ 351-0101 和光市白子3-15-25 048-423-5071 和光市 ―

81 永楽会 ｴｲﾗｸｶｲ 350-0133 比企郡川島町大字表147-1 049-297-5207 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

82 えがりて ｴｶﾞﾘﾃ 369-0113 鴻巣市下忍4461 048-548-8801 鴻巣市 ―

83 恵美寿苑 ｴﾐｼﾞｭｴﾝ 369-0213 深谷市針ヶ谷477 048-585-2311 深谷市 ―

84 えんがわ福祉会 ｴﾝｶﾞﾜﾌｸｼｶｲ 356-0051 ふじみ野市亀久保4-12-33 049-264-5515 ふじみ野市 ―

85 エンゼル福祉会 ｴﾝｾﾞﾙﾌｸｼｶｲ 343-0827 越谷市川柳町3-60-1 048-987-0753 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

86 櫻幸会 ｵｳｺｳｶｲ 345-0811 南埼玉郡宮代町道佛22 0480-31-3001 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

87 桜樹会 ｵｳｼﾞｭｶｲ 362-0064 上尾市小敷谷字氷川後1027-28 048-780-7222 上尾市 ―

88 太井会 ｵｵｲｶｲ 360-0025 熊谷市太井399-1 048-525-2244 熊谷市 ―

89 大里ふくしむら ｵｵｻﾄﾌｸｼﾑﾗ 369-1201 大里郡寄居町大字用土2440-5 048-584-7187 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

90 大吉会 ｵｵﾖｼｶｲ 343-0008 越谷市大字大吉552-1 048-970-3330 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

91 大瑠璃会 ｵｵﾙﾘｶｲ 349-0221 白岡市上野田１７４１－１ 0480-90-5700 白岡市 ―

92 小鹿野ひまわり福
祉会

ｵｶﾞﾉﾋﾏﾜﾘﾌｸｼｶｲ 368-0105 秩父郡小鹿野町大字小鹿野598-2 0494-75-3354 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

93 小鹿野福祉会 ｵｶﾞﾉﾌｸｼｶｲ 368-0101 秩父郡小鹿野町下小鹿野2551 0494-75-3920 埼玉県
（高齢者福祉課）

秩父福祉事務所

94 小鹿野町社会福祉
協議会

ｵｶﾞﾉﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野300 0494-75-4181 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

95 岡部福祉会 ｵｶﾍﾞﾌｸｼｶｲ 369-0214 深谷市本郷341-1 048-585-5177 深谷市 ―

96 小川町社会福祉協
議会

ｵｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0327 比企郡小川町大字腰越618 0493-74-3461 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

97 桶川市社会福祉協
議会

ｵｹｶﾞﾜｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

363-0012 桶川市末広2-8-8 048-728-2221 桶川市 ―
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98 越生町社会福祉協
議会

ｵｺﾞｾﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

350-0416 入間郡越生町越生908-12 049-292-2977 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

99 おひさま会 ｵﾋｻﾏｶｲ 359-0037 所沢市くすのき台2-1-3 04-2941-6160 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

100 おぶすま福祉会 ｵﾌﾞｽﾏﾌｸｼｶｲ 369-1214 大里郡寄居町大字今市493-1 048-582-4831 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

101 オルオル ｵﾙｵﾙ 355-0811 比企郡滑川町大字羽尾字堀ノ内２１２１
番１

0493-56-4727 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

102 皆成会 ｶｲｾｲｶｲ 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘6-2833-2 04-2922-8141 所沢市 ―

103 かえで ｶｴﾃﾞ 350-0413 入間郡越生町如意736-1 049-292-2817 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

104 かがやき ｶｶﾞﾔｷ 344-0001 春日部市不動院野字修理643 048-755-5391 春日部市 ―

105 かがやきの会 ｶｶﾞﾔｷﾉｶｲ 361-0026 行田市大字野字北海戸1368-1 048-559-1034 行田市 ―

106 鶴守会 ｶｸｼｭｶｲ 350-2217 鶴ヶ島市大字三ツ木855番地１ 049-285-5555 鶴ヶ島市 ―

107 鶴伸会 ｶｸｼﾝｶｲ 350-2202 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷字鶴巻179番地１ 049-279-0505 鶴ヶ島市 ―

108 覚保会 ｶｸﾎｶｲ 368-0011 秩父市大畑町5-4 0494-22-1650 秩父市 ―

109 鶴林会 ｶｸﾘﾝｶｲ 350-2206 鶴ヶ島市藤金106-1 049-286-2065 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

110 春日部市社会福祉
協議会

ｶｽｶﾍﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

344-0067 春日部市中央2-24-1 048-762-1081 春日部市 ―

111 春日部福祉会 ｶｽｶﾍﾞﾌｸｼｶｲ 344-0022 春日部市大畑407-2 048-738-2294 春日部市 ―

112 春日部むつみ会 ｶｽｶﾍﾞﾑﾂﾐｶｲ 344-0048 春日部市南中曽根753ｰ2 048-760-0753 春日部市 ―

113 風の会 ｶｾﾞﾉｶｲ 350-1305 狭山市入間川字中向沢1235-3 04-2957-5335 狭山市 ―

114 加須市社会福祉協
議会

ｶｿﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

347-0033 加須市下高柳1932-1 0480-62-6451 加須市 ―

115 加須福祉会 ｶｿﾞﾌｸｼｶｲ 347-0011 加須市北小浜572 0480-62-6820 加須市 ―

116 片山会 ｶﾀﾔﾏｶｲ 352-0024 新座市道場2-9-19 048-480-3622 新座市 ―

117 かつみ会 ｶﾂﾐｶｲ 369-0217 深谷市山河557-1 048-585-0462 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

118 カナの会 ｶﾅﾉｶｲ 330-0845 さいたま市大宮区仲町1-54-3 048-644-5071 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

119 神川福祉会 ｶﾐｶﾜﾌｸｼｶｲ 367-0246 児玉郡神川町関口150-3 0495-77-4876 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

120 神川町社会福祉協
議会

ｶﾐｶﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

367-0246 児玉郡神川町大字関口90 0495-74-1188 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

121 上里福祉会 ｶﾐｻﾄﾌｸｼｶｲ 369-0305 児玉郡上里町大字神保原町1016 0495-33-3543 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

122 上里町社会福祉協
議会

ｶﾐｻﾄﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

369-0306 児玉郡上里町大字七本木5591 0495-33-4232 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

123 川島町社会福祉協
議会

ｶﾜｼﾞﾏﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

350-0131 比企郡川島町大字平沼1175 049-297-7111 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

124 川の郷福祉会 ｶﾜﾉｻﾄﾌｸｼｶｲ 341-0018 三郷市早稲田1-11-10 048-958-0018 三郷市 ―

125 神流福祉会 ｶﾝﾅﾌｸｼｶｲ 367-0244 児玉郡神川町大字八日市739-2 0495-77-1212 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

126 きざわ保育園 ｷｻﾞﾜﾎｲｸｴﾝ 335-0013 戸田市喜沢2-25-10 048-442-3320 戸田市 ―

127 きずなの会 ｷｽﾞﾅﾉｶｲ 355-0807 比企郡滑川町和泉838-1 0493-56-6835 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

128 北泉福祉会 ｷﾀｲｽﾞﾐﾌｸｼｶｲ 367-0025 本庄市西五十子620-1 0495-24-2572 本庄市 ―

129 北本市社会福祉協
議会

ｷﾀﾓﾄｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

364-0034 北本市高尾1-180 048-593-2961 北本市 ―

130 北本福祉会 ｷﾀﾓﾄﾌｸｼｶｲ 364-0034 北本市高尾8-180 048-591-8400 北本市 ―



№ 法人の名称 フリガナ 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 法人所管 県窓口

131 北谷みどり会 ｷﾀﾔﾐﾄﾞﾘｶｲ 340-0046 草加市北谷3-36-17 048-943-3800 草加市 ―

132 吉祥福寿会 ｷｯｼｮｳﾌｸｼﾞｭｶｲ 349-0133 蓮田市閏戸１８８５ 048-766-4165 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

133 希望の里 ｷﾎﾞｳﾉｻﾄ 367-0117 児玉郡美里町大字白石2323-1 0495-76-0101 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

134 喜見の会 ｷﾐﾉｶｲ 344-0061 春日部市粕壁一丁目４番４５号 048-752-2433 春日部市 ―

135 久壽会 ｷｭｳｼﾞｭｶｲ 350-0238 坂戸市大字浅羽字宿表1130番1 049-298-3633 坂戸市 ―

136 九星会 ｷｭｳｾｲｶｲ 342-0044 吉川市木売新田47 048-982-4171 吉川市 ―

137 共愛会 ｷｮｳｱｲｶｲ 348-8530 羽生市大字砂山210 048-561-2362 羽生市 ―

138 共生会 ｷｮｳｾｲｶｲ 349-0133 蓮田市大字閏戸87番5 ― 蓮田市 ―

139 行田市社会福祉協
議会

ｷﾞｮｳﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

361-0002 行田市大字酒巻1737-1 048-557-5400 行田市 ―

140 京悠会 ｷｮｳﾕｳｶｲ 359-0001 所沢市下富1206-1 04-2990-1133 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

141 キングス・ガ－デン
埼玉

ｷﾝｸﾞｽｶﾞｰﾃﾞﾝｻｲ
ﾀﾏ

350-0812 川越市大字下小坂1130 049-232-5155 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

142 久喜市社会福祉協
議会

ｸｷｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

346-0011 久喜市青毛753-1 0480-23-2526 久喜市 ―

143 久喜同仁会 ｸｷﾄﾞｳｼﾞﾝｶｲ 346-0024 久喜市北青柳1364 0480-23-6288 久喜市 ―

144 熊谷礎福祉会 ｸﾏｶﾞﾔｲｼｽﾞｴﾌｸｼ
ｶｲ

360-0802 熊谷市下奈良1561 048-599-3558 熊谷市 ―

145 熊谷市社会福祉協
議会

ｸﾏｶﾞﾔｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

360-0203 熊谷市弥藤吾2450 048-588-2345 熊谷市 ―

146 熊谷東雲会 ｸﾏｶﾞﾔﾄｳｳﾝｶｲ 360-0002 熊谷市大塚179-2 048-527-3555 熊谷市 ―

147 熊谷福祉会 ｸﾏｶﾞﾔﾌｸｼｶｲ 360-0853 熊谷市玉井1145-1 048-533-0003 熊谷市 ―

148 熊谷福祉の里 ｸﾏｶﾞﾔﾌｸｼﾉｻﾄ 360-0025 熊谷市太井1777-1 048-523-8855 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

149 グラン・ヘリオス会 ｸﾞﾗﾝ･ﾍﾘｵｽｶｲ 365-0014 鴻巣市屈巣5158 048-569-1001 鴻巣市 ―

150 栗の実福祉会 ｸﾘﾉﾐﾌｸｼｶｲ 350-1221 日高市大字下大谷沢字五反田12-1 042-978-5104 日高市 ―

151 くるみ会 ｸﾙﾐｶｲ 360-0005 熊谷市今井1136 048-524-8181 熊谷市 ―

152 呉竹会 ｸﾚﾀｹｶｲ 367-0212 本庄市児玉町児玉2448-1 0495-72-0186 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

153 グローリング ｸﾞﾛｰﾘﾝｸﾞ 349－
1125

久喜市高柳2261 0480-55-1171 久喜市 ―

154 桑の実会 ｸﾜﾉﾐｶｲ 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘6-2823-12 04-2921-1160 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

155 くわの実会 ｸﾜﾉﾐｶｲ 368-0001 秩父市黒谷1163-1 0494-24-4455 秩父市 ―

156 敬愛会 ｹｲｱｲｶｲ 349-1153 加須市新川通179-1 0480-53-5757 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

157 敬寿会 ｹｲｼﾞｭｶｲ 355-0008 東松山市大字大谷4106 0493-39-2112 東松山市 ―

158 恵明会 ｹｲﾒｲｶｲ 369-1802 秩父市荒川上田野993-1 0494-53-4030 秩父市 ―

159 啓和会 ｹｲﾜｶｲ 346-0037 久喜市六万部1435 0480-22-8788 久喜市 ―

160 けやき会 ｹﾔｷｶｲ 330-0844 さいたま市大宮区下町三丁目6番3 048-657-7477 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

161 げんき保育園 ｹﾞﾝｷﾎｲｸｴﾝ 335-0021 戸田市新曽297-3 048-441-4152 戸田市 ―

162 元気村 ｹﾞﾝｷﾑﾗ 365-0027 鴻巣市東１丁目１－２５ 048-544-0880 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

163 健寿会 ｹﾝｼﾞｭｶｲ 359-1101 所沢市北中2-301-1 04-2921-7733 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所
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164 健翔会 ｹﾝｼｮｳｶｲ 361-0007 行田市大字小見1141-1 048-554-8815 行田市 ―

165 高栄会 ｺｳｴｲｶｲ 351-0031 朝霞市宮戸24-1 048-485-9641 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

166 鴻栄会 ｺｳｴｲｶｲ 365-0041 鴻巣市小松2-8-12 048-540-5008 鴻巣市 ―

167 孝慈会 ｺｳｼﾞｶｲ 334-0058 川口市大字安行領家506-15 048-298-9100 埼玉県
（高齢者福祉課）

高齢者福祉課

168 晃樹会 ｺｳｼﾞｭｶｲ 355-0206 比企郡嵐山町大字越畑字三反町1371-1 0493-63-1261 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

169 幸寿会 ｺｳｼﾞｭｶｲ 369-1105 深谷市本田4915-1 048-583-5555 深谷市 ―

170 恒寿会 ｺｳｼﾞｭｶｲ 340-0213 久喜市中妻902-1 0480-58-7577 久喜市 ―

171 孝順会 コウジュンカイ 333-0861 川口市柳崎四丁目28番26号 048-267-0116 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

172 宏仁会 ｺｳｼﾞﾝｶｲ 355-0333 比企郡小川町大字飯田117 0493-72-7030 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

173 幸仁会 ｺｳｼﾞﾝｶｲ 369-1105 深谷市本田7080-8 048-583-5777 深谷市 ―

174 幸生会 ｺｳｾｲｶｲ 348-0056 羽生市大字上川俣1486-1 048-563-2051 羽生市 ―

175 幸竹会 ｺｳﾁｸｶｲ 346-0029 久喜市江面1562-1 0480-25-0753 久喜市 ―

176 江南会 ｺｳﾅﾝｶｲ 360-0101 熊谷市野原1064-1 048-537-0050 熊谷市 ―

177 鴻巣市社会福祉協
議会

ｺｳﾉｽｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

365-0062 鴻巣市箕田4211-1 048-597-2100 鴻巣市 ―

178 こうのとり福祉会 ｺｳﾉﾄﾘﾌｸｼｶｲ 365-0028 鴻巣市鴻巣字沼田967-1 048-577-7780 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

179 こうゆう会 ｺｳﾕｳｶｲ 340-0211 久喜市上内1446-1 0480-58-1510 久喜市 ―

180 公陽会 ｺｳﾖｳｶｲ 355-0047 東松山市高坂1025-3 0493-31-1230 東松山市 ―

181 光陽会 ｺｳﾖｳｶｲ 340-0002 草加市青柳8-2-34 048-948-6977 草加市 ―

182 輝陽樹会 ｺｳﾖｳｼﾞｭｶｲ 359-0001 所沢市大字下富1011-１ 04-2946-9522 所沢市 ―

183 孝楽会 ｺｳﾗｸｶｲ 344-0015 春日部市赤沼字堂面295 048-739-3222 春日部市 ―

184 弘林会 ｺｳﾘﾝｶｲ 340-0031 草加市新里町1148-1 048-921-2310 草加市 ―

185 宏和会 ｺｳﾜｶｲ 348-0006 羽生市大字下村君1169 048-565-1165 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

186 弘和会 ｺｳﾜｶｲ 362-0064 上尾市大字小敷谷字南前335 048-781-7323 上尾市 ―

187 幸和会 ｺｳﾜｶｲ 340-0145 幸手市平須賀2-224 0480-47-3500 幸手市 ―

188 晃和会 ｺｳﾜｶｲ 350-1211 日高市大字森戸新田99-2 042-989-3331 日高市 ―

189 こざくら福祉会 ｺｻﾞｸﾗﾌｸｼｶｲ 367-0046 本庄市栄3-6-34 0495-22-5812 本庄市 ―

190 秋桜園 ｺｽﾓｽｴﾝ 356-0034 ふじみ野市駒林1145-1 049-269-3081 ふじみ野市 ―

191 子旅会 ｺﾀﾋﾞｶｲ 340-0822 八潮市大瀬四丁目3番地1 048-954-6703 八潮市 ―

192 児玉福祉会 ｺﾀﾞﾏﾌｸｼｶｲ 367-0212 本庄市児玉町児玉734-1 0495-72-4615 本庄市 ―

193 子供の町 ｺﾄﾞﾓﾉﾏﾁ 344-0112 春日部市西金野井337 048-746-0206 春日部市 ―

194 小鳩会 ｺﾊﾞﾄｶｲ 341-0038 三郷市中央4-8-4 048-952-0316 三郷市 ―

195 こひつじ会 ｺﾋﾂｼﾞｶｲ 361-0017 行田市若小玉3547-1 048-556-7753 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

196 こぶし福祉会 ｺﾌﾞｼﾌｸｼｶｲ 350-1323 狭山市鵜ノ木28-9 04-2900-3341 狭山市 ―
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197 こぶし保育園 ｺﾌﾞｼﾎｲｸｴﾝ 369-1204 大里郡寄居町大字藤田236-1 048-581-3612 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

198 古宮会 ｺﾐﾔｶｲ 360-0011 熊谷市池上576-1 048-524-9876 熊谷市 ―

199 米島会 ｺﾒｼﾞﾏｶｲ 344-0115 春日部市米島93-2 048-746-0401 春日部市 ―

200 彩恵会 ｻｲｹｲｶｲ 349-0114 蓮田市馬込１丁目68番地 ― 蓮田市 ―

201 彩虹会 ｻｲｺｳｶｲ 349-1154 加須市外記新田112-1 0480-72-8616 加須市 ―

202 彩光会 ｻｲｺｳｶｲ 362-0058 上尾市上野567 048-726-6713 上尾市 ―

203 彩鷲会 ｻｲｼﾞｭｶｲ 340-0204 久喜市上川崎607 0480-58-7762 久喜市 ―

204 済誠会 ｻｲｾｲｶｲ 350-1332 狭山市大字下奥富字西方889-5 04-2952-2494 狭山市 ―

205 埼玉朝日会 ｻｲﾀﾏｱｻﾋｶｲ 369-1105 深谷市本田3512-1 048-583-3416 深谷市 ―

206 埼玉医療福祉会 ｻｲﾀﾏｲﾘｮｳﾌｸｼｶ
ｲ

350-0495 入間郡毛呂山町大字毛呂本郷38 049-276-2087 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

207 埼玉県社会福祉事
業団

ｻｲﾀﾏｹﾝｼｬｶｲﾌｸ
ｼｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ

355-0201 比企郡嵐山町古里1848 0493-62-9191 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

208 埼玉現成会 ｻｲﾀﾏｹﾞﾝｾｲｶｲ 357-0062 飯能市永田527-2 042-975-1551 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

209 埼玉県ブルーバー
ドホーム

ｻｲﾀﾏｹﾝﾌﾞﾙｰ
ﾊﾞｰﾄﾞﾎｰﾑ

360-0101 熊谷市野原245 048-536-3333 熊谷市 ―

210 埼玉慈恵会 ｻｲﾀﾏｼﾞｹｲｶｲ 360-0816 熊谷市石原3-208 048-521-0321 熊谷市 ―

211 埼玉聴覚障害者福
祉会

ｻｲﾀﾏﾁｮｳｶｸｼｮｳ
ｶﾞｲｼｬﾌｸｼｶｲ

350-0433 入間郡毛呂山町西大久保766-1 049-276-5311 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

212 埼玉のぞみの園 ｻｲﾀﾏﾉｿﾞﾐﾉｿﾉ 369-1105 深谷市本田3343 048-594-6511 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

213 さいたま福祉会 ｻｲﾀﾏﾌｸｼｶｲ 366-0822 深谷市仲町12-6 048-571-1742 深谷市 ―

214 埼玉福祉会 ｻｲﾀﾏﾌｸｼｶｲ 352-0023 新座市堀ノ内3-7-31 048-481-2181 新座市 ―

215 埼玉福祉事業協会 ｻｲﾀﾏﾌｸｼｼﾞｷﾞｮｳ
ｷｮｳｶｲ

331-0060 さいたま市西区塚本町1丁目94番地1 048-625-5100 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

216 埼玉療育友の会 ｻｲﾀﾏﾘｮｳｲｸﾄﾓﾉｶ
ｲ

369-1204 大里郡寄居町大字藤田179-1 048-581-0351 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

217 財団若葉会 ｻﾞｲﾀﾞﾝﾜｶﾊﾞｶｲ 361-0073 行田市行田11-10 048-556-2797 行田市 ―

218 彩の国ふかや福祉
会

ｻｲﾉｸﾆﾌｶﾔﾌｸｼｶ
ｲ

366-0829 深谷市西大沼44-1 048-574-3146 深谷市 ―

219 彩の郷福祉会 ｻｲﾉｻﾄﾌｸｼｶｲ 369-0315 児玉郡上里町大字大御堂806 0495-33-2928 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

220 彩明会 ｻｲﾒｲｶｲ 363-0006 桶川市倉田513 048-728-9843 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

221 埼友会 ｻｲﾕｳｶｲ 358-0015 入間市大字二本木1083-1 04-2934-2431 入間市 ―

222 彩凜会 ｻｲﾘﾝｶｲ 342-0005 吉川市川藤14-1 048-999-6853 吉川市 ―

223 さかえ会 ｻｶｴｶｲ 344-0037 春日部市上大増新田22 048-797-7012 春日部市 ―

224 さかえの会 ｻｶｴﾉｶｲ 347-0105 加須市騎西352-2 0480-73-5102 加須市 ―

225 坂戸市社会福祉協
議会

ｻｶﾄﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

350-0212 坂戸市石井2327-6 049-283-1597 坂戸市 ―

226 相模会 ｻｶﾞﾐｶｲ 343-0823 越谷市相模町2-64-1 048-985-7127 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

227 さきたま会 ｻｷﾀﾏｶｲ 340-0211 久喜市上内1446-1 0480-58-1510 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

228 さくら音彩会 ｻｸﾗｵﾄｻｲｶｲ 350-1142 川越市藤間130番地2 049-241-0200 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

229 さくら会 ｻｸﾗｶｲ 366-0814 深谷市大谷2185-3 048-572-1345 深谷市 ―
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230 さくら中央会 ｻｸﾗﾁｭｳｵｳｶｲ 344-0047 春日部市道順川戸90-1 048-754-0226 春日部市 ―

231 桜の里会 ｻｸﾗﾉｻﾄｶｲ 340-0212 久喜市久本寺548-2 0480-58-3003 久喜市 ―

232 桜福祉会 ｻｸﾗﾌｸｼｶｲ 343-0117 北葛飾郡松伏町田中1-7-31 048-993-0580 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

233 さくら福祉会 ｻｸﾗﾌｸｼｶｲ 359-1103 所沢市向陽町2119-1 04-2924-0994 所沢市 ―

234 さくら瑞穂会 ｻｸﾗﾐｽﾞﾎｶｲ 353-0002 志木市中宗岡3-16-53 048-476-8324 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

235 さつき会 ｻﾂｷｶｲ 351-0023 朝霞市溝沼863-1 048-487-7223 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

236 雑草福祉会 ｻﾞｯｿｳﾌｸｼｶｲ 355-0073 東松山市大字上野本2183ｰ15 0493-23-8989 東松山市 ―

237 幸手市社会福祉協
議会

ｻｯﾃｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

340-0152 幸手市大字天神島1030-1 0480-43-3277 幸手市 ―

238 さとう会 ｻﾄｳｶｲ 355-0813 比企郡滑川町大字月輪1548-52 0493-57-0323 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

239 サマリヤ会 ｻﾏﾘﾔｶｲ 344-0062 春日部市粕壁東3-12-16 048-761-0133 春日部市 ―

240 さやまが丘保育の
会

ｻﾔﾏｶﾞｵｶﾎｲｸﾉｶ
ｲ

359-1163 所沢市西狭山ヶ丘2-2115-2 04-2947-0600 所沢市 ―

241 狭山公樹会 ｻﾔﾏｺｳｼﾞｭｶｲ 350-1321 狭山市大字上広瀬字霞ヶ丘939-1 04-2936-8244 狭山市 ―

242 狭山栄会 ｻﾔﾏｻｶｴｶｲ 350-1327 狭山市大字笹井1568-2 04-2900-3600 狭山市 ―

243 狭山市社会福祉協
議会

ｻﾔﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

350-1305 狭山市入間川2-4-13 04-2954-0294 狭山市 ―

244 狭山福祉会 ｻﾔﾏﾌｸｼｶｲ 350-1335 狭山市柏原758-4 04-2954-8855 狭山市 ―

245 さわらび会 ｻﾜﾗﾋﾞｶｲ 351-0011 朝霞市本町1-8-26 048-461-5200 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

246 三愛学園 ｻﾝｱｲｶﾞｸｴﾝ 369-0212 深谷市櫛挽15-2 048-585-0605 深谷市 ―

247 三愛福祉会 ｻﾝｱｲﾌｸｼｶｲ 348-0025 羽生市大字上手子林76-3 048-565-2114 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

248 三育会 ｻﾝｲｸｶｲ 349-1103 久喜市栗橋東2-16-13-2 0480-52-5047 久喜市 ―

249 三樹会 ｻﾝｷｶｲ 336-0031 さいたま市南区鹿手袋4-17-22 048-829-7750 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

250 杉風会 ｻﾝﾌﾟｳｶｲ 345-0034 北葛飾郡杉戸町大字倉松826-3 0480-34-9451 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

251 志木市社会福祉協
議会

ｼｷｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

353-0001 志木市上宗岡1-5-1 048-485-1177 志木市 ―

252 志木福祉会 ｼｷﾌｸｼｶｲ 353-0003 志木市下宗岡3-5-15 048-485-0030 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

253 茂樹会 ｼｹﾞｷｶｲ 346-0022 久喜市下早見1728-1 0480-25-2100 久喜市 ―

254 慈光会 ｼﾞｺｳｶｲ 367-0301 児玉郡神川町渡瀬659-1 0274-52-2780 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

255 志多見福祉会 ｼﾀﾞﾐﾌｸｼｶｲ 347-0042 加須市志多見520-1 0480-61-5613 加須市 ―

256 七生会 ｼﾁｾｲｶｲ 350-0807 川越市吉田1029 049-232-9155 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

257 慈童福祉会 ｼﾞﾄﾞｳﾌｸｼｶｲ 350-0212 坂戸市石井1903-1 049-283-8461 坂戸市 ―

258 慈徳院 ｼﾞﾄｸｲﾝ 355-0221 比企郡嵐山町大字菅谷字東原264-1 0493-53-6600 埼玉県
（こども安全課）

こども安全課

259 東雲会 ｼﾉﾉﾒｶｲ 350-1314 狭山市加佐志139-1 04-2968-6680 狭山市 ―

260 しののめ福祉会 ｼﾉﾉﾒﾌｸｼｶｲ 368-0004 秩父市山田1404-1 0494-23-1396 秩父市 ―

261 至福の会 ｼﾌｸﾉｶｲ 350-1316 狭山市大字南入曽1044-1 04-2956-7770 狭山市 ―

262 雀幸園 ｼﾞｬｸｺｳｴﾝ 360-0006 熊谷市四方寺185 048-525-2880 熊谷市 ―
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263 シャローム埼玉 ｼｬﾛｰﾑｻｲﾀﾏ 350-0262 坂戸市大字新堀字毛地1-1 049-282-4590 坂戸市 ―

264 十善会 ｼﾞｭｳｾﾞﾝｶｲ 350-0206 坂戸市大字中小坂字神明80-2 049-289-0050 坂戸市 ―

265 秀和会 ｼｭｳﾜｶｲ 359-0027 所沢市大字松郷278-3 04-2944-0138 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

266 守人会 ｼｭｼﾞﾝｶｲ 355-0811 比企郡滑川町大字羽尾字寺谷4738-2 0493-56-5636 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

267 樹人会 ｼﾞｭｼﾞﾝｶｲ 358-0005 入間市宮前町2-2 04-2962-3448 入間市 ―

268 春栄会 ｼｭﾝｴｲｶｲ 344-0036 春日部市下大増新田78-１ 048－739－3000 春日部市 ―

269 春光会 ｼｭﾝｺｳｶｲ 346-0115 久喜市菖蒲町小林2848-1 0480-31-9880 久喜市 ―

270 俊仁会 ｼｭﾝｼﾞﾝｶｲ 369-1201 大里郡寄居町大字用土133番地1 048-577-6514 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

271 春洋会 ｼｭﾝﾖｳｶｲ 346-0021 久喜市上早見180-1 0480-21-0275 久喜市 ―

272 昇栄会 ｼｮｳｴｲｶｲ 361-0013 行田市大字真名板字道閑向2027 048-559-3531 埼玉県
（こども安全課）

こども安全課

273 頌栄会 ｼｮｳｴｲｶｲ 340-0003 草加市稲荷4-26-33 048-935-8787 草加市 ―

274 尚栄会 ｼｮｳｴｲｶｲ 350-1315 狭山市大字北入曽字南入間野1502-1 04-2957-1163 狭山市 ―

275 松寿会 ｼｮｳｼﾞｭｶｲ 364-0032 北本市緑4-104 048-591-3233 北本市 ―

276 昭仁会 ｼｮｳｼﾞﾝｶｲ 349-0102 蓮田市大字江ヶ崎1003 048-764-1151 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

277 聖徳会 ｼｮｳﾄｸｶｲ 361-0011 行田市荒木1735 048-557-2873 行田市 ―

278 松仁会 ｼｮｳﾆﾝｶｲ 355-0072 東松山市石橋1716 0493-23-7588 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

279 庄和和合会 ｼｮｳﾜﾜｺﾞｳｶｲ 344-0117 春日部市金崎字道江527-1 048-745-4501 春日部市 ―

280 織舩会 ｼｮｸｾﾝｶｲ 368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬5806-1 0494-25-0120 埼玉県
（高齢者福祉課）

秩父福祉事務所

281 白岡市社会福祉協
議会

ｼﾗｵｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

349-0215 白岡市千駄野４４５ 0480-92-1746 白岡市 ―

282 白岡白寿会 ｼﾗｵｶﾊｸｼﾞｭｶｲ 349-0215 白岡市千駄野６６３－１ 0480-90-5557 白岡市 ―

283 しらさぎ会 ｼﾗｻｷﾞｶｲ 358-0006 入間市春日町2-12-1 04-2963-1564 入間市 ―

284 白百合会 ｼﾗﾕﾘｶｲ 351-0115 和光市新倉5-9-92 048-451-5300 和光市 ―

285 じりつ ｼﾞﾘﾂ 345-0821 南埼玉郡宮代町中央2-4-28田口ビル2階 0480-53-4571 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

286 白い馬会 ｼﾛｲｳﾏｶｲ 355-0803 比企郡滑川町福田1386-2 0493-56-6108 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

287 じろう会 ｼﾞﾛｳｶｲ 335-0022 戸田市上戸田1-23-8 048-444-1125 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

288 神愛ホーム ｼﾝｱｲﾎｰﾑ 350-0452 入間郡毛呂山町大字大谷木214-1 049-294-0040 埼玉県
（こども安全課）

こども安全課

289 信育会 ｼﾝｲｸｶｲ 366-0035 深谷市原郷1137 048-572-2988 深谷市 ―

290 真栄会 ｼﾝｴｲｶｲ 362-0011 上尾市大字平塚322番地 048-856-9901 上尾市 ―

291 シンエイ福祉会 ｼﾝｴｲﾌｸｼｶｲ 352-0011 新座市野火止5-18-21 048-202-6880 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

292 新啓会 ｼﾝｹｲｶｲ 364-0014 北本市二ツ家2-45 048-592-5578 北本市 ―

293 深高会 ｼﾝｺｳｶｲ 366-0821 深谷市田谷308 048-551-6333 深谷市 ―

294 心守会 ｼﾝｼｭｶｲ 362-0806 北足立郡伊奈町大字小室5047-5 048-872-6016 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

295 信証会 ｼﾝｼｮｳｶｲ 356-0038 ふじみ野市駒林元町3-4-2 049-286-9091 ふじみ野市 ―
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296 新生会 ｼﾝｾｲｶｲ 362-0055 上尾市大字平方領々家224-1 048-726-3100 上尾市 ―

297 真善会 ｼﾝｾﾞﾝｶｲ 345-0811 南埼玉郡宮代町字道佛3-17-14 0480-33-5501 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

298 陣屋会 ｼﾞﾝﾔｶｲ 352-0011 新座市野火止1-23-40 048-478-5343 新座市 ―

299 親和会 ｼﾝﾜｶｲ 359-0012 所沢市大字坂之下字丙明改原1153-1 04-2951-5811 所沢市 ―

300 新和会 ｼﾝﾜｶｲ 340-0027 草加市両新田西町151-2 048-948-8593 草加市 ―

301 翠浩会 ｽｲｺｳｶｲ 360-0832 熊谷市小島527 048-532-0665 熊谷市 ―

302 翠陽会 ｽｲﾖｳｶｲ 363-0022 桶川市若宮1-1-13 048-789-0888 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

303 崇徳会 ｽｳﾄｸｶｲ 356-0053 ふじみ野市大井621-1 049-261-0700 ふじみ野市 ―

304 杉戸町社会福祉協
議会

ｽｷﾞﾄﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

345-0024 北葛飾郡杉戸町大字堤根4742-1 0480-32-7402 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

305 杉の子会 ｽｷﾞﾉｺｶｲ 355-0221 比企郡嵐山町大字菅谷11-3 0493-62-3411 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

306 すこやか会 ｽｺﾔｶｶｲ 359-1141 所沢市小手指町2-12-10 04-2924-2298 所沢市 ―

307 昴 ｽﾊﾞﾙ 355-0008 東松山市大谷590 0493-39-1131 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

308 菫会 ｽﾐﾚｶｲ 350-1335 狭山市柏原1238-3 04-2953-2484 狭山市 ―

309 すみれ会 ｽﾐﾚｶｲ 366-0810 深谷市宿根630－1 048-571-2770 深谷市 ―

310 すみれ会 ｽﾐﾚｶｲ 356-0053 ふじみ野市大井1125-4 049-263-8355 ふじみ野市 ―

311 青育会 ｾｲｲｸｶｲ 345-0801 南埼玉郡宮代町百間4-4-36 0480-34-7855 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

312 誠音会 ｾｲｵﾝｶｲ 352-0033 新座市石神4-5-18 042-470-3577 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

313 聖久会 ｾｲｷｭｳｶｲ 359-0012 所沢市大字坂之下字南大谷戸941-3 04-2951-3000 所沢市 ―

314 成久会 ｾｲｷｭｳｶｲ 354-0011 富士見市水子6573-8 049-268-5558 富士見市 ―

315 成恵福祉会 ｾｲｹｲﾌｸｼｶｲ 365-0071 鴻巣市大字寺谷 335-1 048-596-5471 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

316 清幸会 ｾｲｺｳｶｲ 361-0004 行田市大字須加1563 048-557-3115 行田市 ―

317 清光会 ｾｲｺｳｶｲ 347-0125 加須市上崎2037-1 0480-73-3161 加須市 ―

318 誓光会 ｾｲｺｳｶｲ 349-0215 白岡市千駄野１２１１－１ 0480-53-7881 白岡市 ―

319 誠高会 ｾｲｺｳｶｲ 331-0823 さいたま市北区日進町二丁目1914番7 048-788-2820 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

320 清寿会 ｾｲｼﾞｭｶｲ 344-0051 春日部市内牧2072 048-763-3331 春日部市 ―

321 青樹会 ｾｲｼﾞｭｶｲ 340-0001 草加市柿木町字鶴１８１番地 048-936-8866 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

322 清勝会 ｾｲｼｮｳｶｲ 349-0136 蓮田市大字上平野616番地1 048-766-3050 蓮田市 ―

323 清勝会 ｾｲｼｮｳｶｲ 340-0822 八潮市大瀬三丁目2番地5 048-995-8680 八潮市 ―

324 清心会 ｾｲｼﾝｶｲ 368-0004 秩父市山田1199-2 0494-24-9951 埼玉県
（障害者支援課）

秩父福祉事務所

325 正生会 ｾｲｾｲｶｲ 359-1141 所沢市小手指町1-40-1 04-2926-5041 所沢市 ―

326 晴智会 ｾｲﾁｶｲ 352-0002 新座市東3-7-26 048-473-3388 新座市 ―

327 清風会 ｾｲﾌｳｶｲ 369-0101 熊谷市津田1855-1 0493-39-2851 熊谷市 ―

328 清豊会 ｾｲﾎｳｶｲ 369-0131 鴻巣市袋303-2 048-548-8456 鴻巣市 ―
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329 誠由会 ｾｲﾕｳｶｲ 350-1306 狭山市富士見2-16-8 04-2959-2616 狭山市 ―

330 清陵会 ｾｲﾘｮｳｶｲ 361-0011 行田市大字荒木4961 048-557-2943 行田市 ―

331 靖和会 ｾｲﾜｶｲ 350-1335 狭山市柏原1185-6 04-2955-2300 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

332 石山会 ｾｷｻﾞﾝｶｲ 360-0853 熊谷市玉井1154-3 048-530-3618 熊谷市 ―

333 石心福祉会 ｾｷｼﾝﾌｸｼｶｲ 350-1313 狭山市大字上赤坂290-1 04-2950-2400 狭山市 ―

334 世希泉会 ｾｷｾﾝｶｲ 358-0022 入間市扇町屋3-5-30 04-2964-2040 入間市 ―

335 積善会 ｾｷｾﾞﾝｶｲ 362-0022 上尾市大字瓦葺字稲荷八ッ山2143-2 048-720-2288 上尾市 ―

336 世光会 ｾｺｳｶｲ 367-0041 本庄市駅南1-5-20 0495-22-3398 本庄市 ―

337 全国ベーチェット協
会

ｾﾞﾝｺｸﾍﾞｰﾁｪｯﾄ
ｷｮｳｶｲ

360-0105 熊谷市板井1696 048-536-5421 熊谷市 ―

338 相愛福祉会 ｿｳｱｲﾌｸｼｶｲ 350-0036 川越市末広町1-2-1 049-227-0031 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

339 草加会 ｿｳｶｶｲ 340-0036 草加市苗塚町200-2 048-928-3434 草加市 ―

340 草加こだま会 ｿｳｶｺﾀﾞﾏｶｲ 340-0002 草加市青柳8-29-12 048-935-6541 草加市 ―

341 草加市社会福祉協
議会

ｿｳｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

340-0013 草加市松江1-1-32 048-932-6770 草加市 ―

342 草加市社会福祉事
業団

ｿｳｶｼｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞ
ｷﾞｮｳﾀﾞﾝ

340-0001 草加市柿木町1213-1 048-930-0311 草加市 ―

343 草加福祉会 ｿｳｶﾌｸｼｶｲ 340-0051 草加市長栄町二丁目1番地8 048-946-0202 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

344 草加松原会 ｿｳｶﾏﾂﾊﾞﾗｶｲ 340-0001 草加市柿木町1084 048-930-0707 草加市 ―

345 壮幸会 ｿｳｺｳｶｲ 361-0056 行田市持田2424 048-552-1122 行田市 ―

346 相思会 ｿｳｼｶｲ 347-0115 加須市上種足894-1 0480-73-1969 加須市 ―

347 創和 ｿｳﾜ 358-0024 入間市久保稲荷1丁目27番地4 04-2965-9978 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

348 育てネット ｿﾀﾞﾃﾈｯﾄ 358-0002 入間市東町六丁目１番１３号１ 04-2902-6926 入間市 ―

349 タイケン福祉会 ﾀｲｹﾝﾌｸｼｶｲ 353-0007 志木市柏町5-5-38 048-423-5322 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

350 泰幸福祉会 ﾀｲｺｳﾌｸｼｶｲ 351-0023 朝霞市大字溝沼字仲田1231-2 048-485-8873 朝霞市 ―

351 泰山木 ﾀｲｻﾝﾎﾞｸ 360-0201 熊谷市妻沼770-1 048-567-3361 熊谷市 ―

352 大樹会 ﾀｲｼﾞｭｶｲ 362-0806 北足立郡伊奈町大字小室5049-1 048-723-1122 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

353 橙 ﾀﾞｲﾀﾞｲ 351-0005 朝霞市根岸台5-15-18 048-424-3738 朝霞市 ―

354 橙 ﾀﾞｲﾀﾞｲ 361-0004 行田市大字須加1742番地 048-550-6010 行田市 ―

355 たいむ共生会 ﾀｲﾑｷｮｳｾｲｶｲ 346-0033 久喜市下清久６８６－４番　Ｂ１０１ 0480-23-6002 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

356 大持福祉会 ﾀﾞｲﾓﾁﾌｸｼｶｲ 359-1112 所沢市泉町1830 04-2924-9221 所沢市 ―

357 太陽会 ﾀｲﾖｳｶｲ 359-0024 所沢市下安松206-16 04-2944-1841 所沢市 ―

358 太陽の会 ﾀｲﾖｳﾉｶｲ 355-0372 秩父郡東秩父村大字坂本1308番8 0493-81-2424 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

359 滝の根会 ﾀｷﾉﾈｶｲ 351-0023 朝霞市溝沼2-10-24 048-463-5503 朝霞市 ―

360 たくみ ﾀｸﾐ 354-0026 富士見市鶴瀬西2-8-25 049-265-7714 富士見市 ―

361 たてば友愛会 ﾀﾃﾊﾞﾕｳｱｲｶｲ 362-0016 上尾市原新町27-1 048-775-1101 上尾市 ―
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362 端午会 ﾀﾝｺﾞｶｲ 359-1131 所沢市大字久米字宮ケ谷戸1538-2 04-2929-6955 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

363 たんぽぽ会 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟｶｲ 356-0034 ふじみ野市駒林79-2 049-263-0857 ふじみ野市 ―

364 たんぽぽ福祉会 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟﾌｸｼｶｲ 360-0812 熊谷市大原1-23-11 048-525-9442 熊谷市 ―

365 竹柿会 ﾁｸｼｶｲ 362-0045 上尾市向山1-14-7 048-782-0575 上尾市 ―

366 千曲会 ﾁｸﾏｶｲ 352－
0032

新座市新堀1-17-6 042-497-8167 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

367 秩父市社会福祉協
議会

ﾁﾁﾌﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

368-0033 秩父市野坂町　　　　1-13-14 0494-22-1514 秩父市 ―

368 秩父市社会福祉事
業団

ﾁﾁﾌﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ

368-0062 秩父市蒔田1977 0494-21-5535 秩父市 ―

369 ちちぶ慈洋福祉会 ﾁﾁﾌﾞｼﾞﾖｳﾌｸｼｶｲ 368-0005 秩父市大野原786番地 0494-26-7305 秩父市 ―

370 秩父正峰会 ﾁﾁﾌﾞｾｲﾎｳｶｲ 369-1911 秩父市荒川贄川1088 0494-54-1500 埼玉県
（高齢者福祉課）

秩父福祉事務所

371 秩父福祉会 ﾁﾁﾌﾞﾌｸｼｶｲ 369-1501 秩父市吉田久長186-1 0494-77-0099 秩父市 ―

372 千歳会 ﾁﾄｾｶｲ 342-0044 吉川市木売新田423 048-982-1434 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

373 千葉学園 ﾁﾊﾞｶﾞｸｴﾝ 341-0038 三郷市中央1-2-1　ｻﾞ･ﾗｲｵﾝｽﾞ三郷中央
216

048-949-0072 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

374 茶の花福祉会 ﾁｬﾉﾊﾅﾌｸｼｶｲ 358-0027 入間市上小谷田3-2-21-1 04-2990-8022 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

375 忠黎会 ﾁﾕｳﾚｲｶｲ 350-2223 鶴ヶ島市大字高倉字熊野
1059番地1

049-279-2001 鶴ヶ島市 ―

376 長寿会 ﾁｮｳｼﾞｭｶｲ 351-0001 朝霞市上内間木498-4 048-458-2021 朝霞市 ―

377 椿寿会 ﾁﾝｼﾞｭｶｲ 345-0014 北葛飾郡杉戸町大字才羽2108-1 0480-38-0733 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

378 つぐみ共生会 ﾂｸﾞﾐｷｮｳｾｲｶｲ 343-0037 越谷市恩間新田249 048-975-8511 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

379 つどい福祉会 ﾂﾄﾞｲﾌｸｼｶｲ 367-0243 児玉郡神川町字地蔵向125-2 0495-77-0433 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

380 翼会 ﾂﾊﾞｻｶｲ 348-0022 羽生市大字下手子林2410 048-565-1311 羽生市 ―

381 翅会 ﾂﾊﾞｻｶｲ 346-0106 久喜市菖蒲町菖蒲21 0480-85-0681 久喜市 ―

382 つゆくさ ﾂﾕｸｻ 360-0105 熊谷市板井925-2 048-536-9074 熊谷市 ―

383 鶴ヶ島市社会福祉
協議会

ﾂﾙｶﾞｼﾏｼｼｬｶｲﾌ
ｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

350-2217 鶴ヶ島市大字三ツ木16 番地１ 049-271-6011 鶴ヶ島市 ―

384 天神福祉会 ﾃﾝｼﾞﾝﾌｸｼｶｲ 340-0152 幸手市大字天神島270-1 0480-42-2412 幸手市 ―

385 天佑 ﾃﾝﾕｳ 359-0002 所沢市大字中富字松下1639-3 04-2990-2200 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

386 藤香会 ﾄｳｶｶｲ 368-0034 秩父市日野田町2-22-29 0494-22-7366 秩父市 ―

387 東光会 ﾄｳｺｳｶｲ 360-0015 熊谷市肥塚808-3 048-524-1178 熊谷市 ―

388 同志会 ﾄﾞｳｼｶｲ 366-0052 深谷市上柴町西1-9-18 048-573-4939 深谷市 ―

389 藤寿会 ﾄｳｼﾞｭｶｲ 362-0011 上尾市大字平塚字大砂2141 048-778-5566 上尾市 ―

390 同仁学院 ﾄﾞｳｼﾞﾝｶﾞｸｲﾝ 350-1249 日高市高麗川1-5-28 042-989-1217 日高市 ―

391 東萌会 ﾄｳﾎｳｶｲ 343-0851 越谷市七左町1-347 048-990-5001 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

392 東方会 ﾄｳﾎｳｶｲ 366-0042 深谷市東方町3-13-3 048-571-2628 深谷市 ―

393 東宝会 ﾄｳﾎｳｶｲ 346-0014 久喜市吉羽2170-2 0480-23-2233 久喜市 ―

394 同友会 ﾄﾞｳﾕｳｶｲ 366-0833 深谷市戸森226-1 048-573-4967 深谷市 ―
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395 東雄福祉会 ﾄｳﾕｳﾌｸｼｶｲ 365-0055 鴻巣市栄町7-24 048-542-5002 鴻巣市 ―

396 桐和会 ﾄｳﾜｶｲ 333-0832 川口市神戸539-5 048-291-5601 埼玉県
（高齢者福祉課）

高齢者福祉課

397 東和会 ﾄｳﾜｶｲ 363-0028 桶川市下日出谷西1-17-14 048-786-8560 桶川市 ―

398 藤和会 ﾄｳﾜｶｲ 362-0052 上尾市中新井字北原333-2 048-783-2581 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

399 ときがわ町社会福
祉協議会

ﾄｷｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0356 比企郡ときがわ町大字関堀145-2 0493-65-1536 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

400 ときわ会 ﾄｷﾜｶｲ 361-0041 行田市棚田町1-58-10 048-556-5340 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

401 常盤会 ﾄｷﾜｶｲ 351-0031 朝霞市宮戸3-10-45 048-473-6713 朝霞市 ―

402 常磐福祉会 ﾄｷﾜﾌｸｼｶｲ 355-0167 比企郡吉見町田甲789 0493-54-2221 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

403 徳慈会 ﾄｸｼﾞｶｲ 364-0001 北本市深井5-67 048-541-7771 北本市 ―

404 徳寿会 ﾄｸｼﾞｭｶｲ 346-0113 久喜市菖蒲町下栢間2815-1 0480-85-6688 久喜市 ―

405 所沢しいのき会 ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｲﾉｷｶｲ 359-0032 所沢市若松町839-19 050-3761-4347 所沢市 ―

406 所沢市社会福祉協
議会

ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

359-1112 所沢市泉町1861-1 04-2926-8202 所沢市 ―

407 戸田市社会福祉協
議会

ﾄﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

335-0022 戸田市大字上戸田5-6 048-442-0309 戸田市 ―

408 戸田市社会福祉事
業団

ﾄﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞ
ｷﾞｮｳﾀﾞﾝ

335-0022 戸田市大字上戸田5-7 048-432-2222 戸田市 ―

409 戸田わかくさ会 ﾄﾀﾞﾜｶｸｻｶｲ 335-0021 戸田市大字新曽1522-1 048-432-8198 戸田市 ―

410 戸田蕨福祉会 ﾄﾀﾞﾜﾗﾋﾞﾌｸｼｶｲ 335-0031 戸田市美女木4-27-13 048-421-9747 戸田市 ―

411 栃の木福祉会 ﾄﾁﾉｷﾌｸｼｶｲ 366-0051 深谷市上柴町東3-18-3 048-572-8956 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

412 とちの実会 ﾄﾁﾉﾐｶｲ 360-0107 熊谷市千代339－10 048-536-3919 熊谷市 ―

413 とねの会 ﾄﾈﾉｶｲ 348-0056 羽生市大字上川俣87 048-561-6200 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

414 殿山福祉会 ﾄﾞﾉﾔﾏﾌｸｼｶｲ 352-0023 新座市堀ノ内3-13-1 048-481-2161 新座市 ―

415 戸不の会 ﾄﾌﾉｶｲ 347-0054 加須市不動岡1269 0480-61-1207 加須市 ―

416 とまとの会 ﾄﾏﾄﾉｶｲ 362-0001 上尾市大字上字箕木911-3 048-770-0808 上尾市 ―

417 ともに福祉会 ﾄﾓﾆﾌｸｼｶｲ 344-0051 春日部市内牧3921-1 048-763-4012 春日部市 ―

418 どんぐり会 ﾄﾞﾝｸﾞﾘｶｲ 365-0059 鴻巣市糠田1531-2 048-596-8317 鴻巣市 ―

419 どんぐりの園 ﾄﾞﾝｸﾞﾘﾉｿﾉ 359-1133 所沢市大字荒幡字東内手106-6 04-2929-1213 所沢市 ―

420 長瀞会 ﾅｶﾞﾄﾛｶｲ 369-1304 秩父郡長瀞町本野上208 0494-66-0287 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

421 長瀞福祉会 ﾅｶﾞﾄﾛﾌｸｼｶｲ 369-1302 秩父郡長瀞町大字野上下郷428 0494-69-2055 埼玉県
（高齢者福祉課）

秩父福祉事務所

422 長瀞町社会福祉協
議会

ﾅｶﾞﾄﾛﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

369-1304 秩父郡長瀞町大字本野上1021 0494-66-1139 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

423 なかよし会 ﾅｶﾖｼｶｲ 351-0101 和光市広沢1-2 048-461-1043 和光市 ―

424 仲よし福祉会 ﾅｶﾖｼﾌｸｼｶｲ 355-0036 東松山市下野本1637-6 0493-22-0937 東松山市 ―

425 名栗園 ﾅｸﾞﾘｴﾝ 357-0037 飯能市稲荷町283-9 042-974-7077 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

426 なごみ会 ﾅｺﾞﾐｶｲ 352-0011 新座市野火止5-29-33 048-483-1166 新座市 ―

427 和みの会 ﾅｺﾞﾐﾉｶｲ 362-0021 上尾市原市字19番耕地3870-1 048-721-3781 上尾市 ―



№ 法人の名称 フリガナ 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 法人所管 県窓口

428 なでしこ会 ﾅﾃﾞｼｺｶｲ 360-0803 熊谷市柿沼921-9 048-521-5698 熊谷市 ―

429 ななくさ ﾅﾅｸｻ 343-0851 越谷市七左町6－191－1 048-987-4787 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

430 菜の花会 ﾅﾉﾊﾅｶｲ 350-1175 川越市大字笠幡731-1 049-233-1058 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

431 滑川珠美園 ﾅﾒｶﾞﾜﾀﾏﾐｴﾝ 355-0811 比企郡滑川町羽尾4910-1 0493-56-3971 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

432 滑川町社会福祉協
議会

ﾅﾒｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0811 比企郡滑川町大字羽尾2440-1 0493-56-6345 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

433 にいざ ﾆｲｻﾞ 352-0023 新座市堀ノ内3-4-11 048-482-5155 新座市 ―

434 新座市社会福祉協
議会

ﾆｲｻﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

352-0011 新座市野火止1-9-63 048-480-5705 新座市 ―

435 新座市障害者を守
る会

ﾆｲｻﾞｼｼｮｳｶﾞｲｼｬ
ｦﾏﾓﾙｶｲ

352-0024 新座市新塚1-4-1 048-479-2292 新座市 ―

436 新座福祉会 ﾆｲｻﾞﾌｸｼｶｲ 352-0016 新座市馬場1-2-35 048-480-7310 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

437 にじ ﾆｼﾞ 355-0812 比企郡滑川町大字都170番地28 0493-81-4711 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

438 にしきの会 ﾆｼｷﾉｶｲ 347-0014 加須市川口１301-2 0480-66-1656 加須市 ―

439 西熊会 ﾆｼｸﾏｶｲ 348-0036 羽生市大字砂山91 048-561-0491 羽生市 ―

440 にじのいえ ﾆｼﾞﾉｲｴ 350-0276 坂戸市大字戸口字三谷457-4 049-284-8458 坂戸市 ―

441 日本失明者協会 ﾆﾎﾝｼﾂﾒｲｼｬｷｮｳ
ｶｲ

366-0811 深谷市人見1665-3 048-573-5222 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

442 寧幸会 ﾈｲｺｳｶｲ 335-0001 蕨市北町5-12-5 048-441-9598 蕨市 ―

443 希空 ﾉｱ 349-0133 蓮田市大字閏戸2796番地 048-796-8156 蓮田市 ―

444 望未会 ﾉｿﾞﾐｶｲ 366-0004 深谷市上手計317-1 048-577-7913 深谷市 ―

445 梅花福祉会 ﾊﾞｲｶﾌｸｼｶｲ 367-0044 本庄市見福1-2-7 0495-22-4474 本庄市 ―

446 ハイマート ﾊｲﾏｰﾄ 347-0063 加須市久下3-6-1 0480-67-0014 加須市 ―

447 白桜会 ﾊｸｵｳｶｲ 350-2222 鶴ヶ島市大字下新田532番地１ 049-272-3211 鶴ヶ島市 ―

448 博雅会 ﾊｸｶﾞｶｲ 347-0102 加須市日出安1268 0480-73-3311 加須市 ―

449 はぐくむ会 ﾊｸﾞｸﾑｶｲ 369-1109 深谷市上原496 048-578-2233 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

450 白寿会 ﾊｸｼﾞｭｶｲ 360-0235 熊谷市原井169 048-589-2328 熊谷市 ―

451 博寿会 ﾊｸｼﾞｭｶｲ 359-0005 所沢市大字神米金505-1 04-2990-2580 所沢市 ―

452 柏樹会 ﾊｸｼﾞｭｶｲ 367-0036 本庄市今井1245-1 0495-22-0817 本庄市 ―

453 博心会 ﾊｸｼﾝｶｲ 345-0023 北葛飾郡杉戸町大字本郷字東上419 0480-37-0500 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

454 蓮田市社会福祉協
議会

ﾊｽﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

349-0121 蓮田市関山4-5-6 048-769-7111 蓮田市 ―

455 八十八会 ﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁｶｲ 356-0004 ふじみ野市上福岡5-1-2 049-261-3000 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

456 はちの巣会 ﾊﾁﾉｽｶｲ 350-2206 鶴ヶ島市大字藤金848番地36 049-285-6693
049-286-1110

鶴ヶ島市 ―

457 八葉会 ﾊﾁﾖｳｶｲ 350-0238 坂戸市大字浅羽1489-1 049-281-3001 坂戸市 ―

458 ハッピーネット ﾊｯﾋﾟｰﾈｯﾄ 338-0831 さいたま市桜区南元宿二丁目６－２２ 048-767-3822 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

459 鳩山松寿会 ﾊﾄﾔﾏｼｮｳｼﾞｭｶｲ 350-0323 比企郡鳩山町大字小用554 049-296-2121 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

460 鳩山町社会福祉協
議会

ﾊﾄﾔﾏﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

350-0324 比企郡鳩山町大字大豆戸183-5 049-296-5296 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課
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461 花崎保育園 ﾊﾅｻｷﾎｲｸｴﾝ 347-0032 加須市花崎351 0480-66-4188 加須市 ―

462 花園公益会 ﾊﾅｿﾞﾉｺｳｴｷｶｲ 369-1246 深谷市小前田2677 048-584-5550 深谷市 ―

463 花園福祉会 ﾊﾅｿﾞﾉﾌｸｼｶｲ 369-1246 深谷市小前田1994 048-584-3212 深谷市 ―

464 はなぞの保育園 ﾊﾅｿﾞﾉﾎｲｸｴﾝ 355-0358 比企郡ときがわ町瀬戸元上17番地1 0493-65-2609 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

465 英会 ﾊﾅﾌﾞｻｶｲ 369-0314 児玉郡上里町大字三町19-4 0495-34-2188 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

466 はなみずき会 ﾊﾅﾐｽﾞｷｶｲ 357-0021 飯能市大字双柳1284-1 042-974-8300 飯能市 ―

467 はなわ福祉会 ﾊﾅﾜﾌｸｼｶｲ 367-0216 本庄市児玉町金屋1284-1 0495-72-2901 本庄市 ―

468 羽生市社会福祉協
議会

ﾊﾆｭｳｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

348-8601 羽生市東6-15 048-561-1121 羽生市 ―

469 羽生福祉会 ﾊﾆｭｳﾌｸｼｶｲ 348-0047 羽生市大字下新郷660 048-563-5088 羽生市 ―

470 羽搏会 ﾊﾊﾞﾀｷｶｲ 358-0026 入間市小谷田707-1 04-2962-5907 入間市 ―

471 隼人会 ﾊﾔﾄｶｲ 361-0006 行田市白川戸275 048-555-2202 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

472 ぱる ﾊﾟﾙ 335-0014 戸田市喜沢南2-5-23 048-432-1500 埼玉県
（高齢者福祉課）

高齢者福祉課

473 ハレルヤ ﾊﾚﾙﾔ 351-0023 朝霞市溝沼1-5-6 048-466-2883 朝霞市 ―

474 万正会 ﾊﾞﾝｼｮｳｶｲ 360-0162 熊谷市村岡50 048-536-8125 熊谷市 ―

475 飯能市社会福祉協
議会

ﾊﾝﾉｳｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

357-0021 飯能市大字双柳371-13 042-973-0022 飯能市 ―

476 絆友会 ﾊﾝﾕｳｶｲ 338-0837 さいたま市桜区田島3丁目13番4号 048-711-5697 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

477 ピースクエア ﾋﾟｰｽｸｴｱ 364-0011 北本市朝日1-30-1 048-593-8080 北本市 ―

478 東埼玉 ﾋｶﾞｼｻｲﾀﾏ 343-0116 北葛飾郡松伏町大字下赤岩222 048-992-2701 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

479 東秩父村社会福祉
協議会

ﾋｶﾞｼﾁﾁﾌﾞﾑﾗｼｬｶ
ｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0375 秩父郡東秩父村大字御堂369 0493-82-1238 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

480 東松山市社会福祉
協議会

ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼｼｬｶ
ｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0014 東松山市松本町　　1-7-8 0493-23-1251 東松山市 ―

481 光 ﾋｶﾘ 350-0415 入間郡越生町大字上野3078-5 049-292-5700 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

482 光の子どもの家 ﾋｶﾘﾉｺﾄﾞﾓﾉｲｴ 349-1155 加須市砂原277 0480-72-3883 加須市 ―

483 彦成福祉会 ﾋｺﾅﾘﾌｸｼｶｲ 341-0004 三郷市上彦名127-3 048-957-6111 三郷市 ―

484 日高市社会福祉協
議会

ﾋﾀﾞｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

350-1235 日高市大字楡木201 042-985-9100 日高市 ―

485 陽だまり会 ﾋﾀﾞﾏﾘｶｲ 351-0012 朝霞市栄町4-4-8 048-423-4492 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

486 一粒 ﾋﾄﾂﾌﾞ 369-0112 鴻巣市鎌塚40-1 048-547-2064 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

487 一麦福祉会 ﾋﾄﾑｷﾞﾌｸｼｶｲ 347-0034 加須市常泉　536-1 0480-65-1759 加須市 ―

488 日の出福祉会 ﾋﾉﾃﾞﾌｸｼｶｲ 367-0072 本庄市沼和田1020 0495-21-5263 本庄市 ―

489 雲雀会 ﾋﾊﾞﾘｶｲ 350-0445 入間郡毛呂山町大字葛貫字西ノ前799-
12

049-294-1115 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

490 ひふみ会 ﾋﾌﾐｶｲ 332-0017 川口市栄町2-7-5 048-256-1071 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

491 ひまわり会 ﾋﾏﾜﾘｶｲ 369-0306 児玉郡上里町大字七本木3398番地1 0495-33-0352 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

492 向日葵会 ﾋﾏﾜﾘｶｲ 359-0041 所沢市中新井435 04-2942-8774 所沢市 ―

493 平野の里 ﾋﾗﾉﾉｻﾄ 340-0141 幸手市大字平野920 0480-48-1271 幸手市 ―
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494 日和田会 ﾋﾜﾀﾞｶｲ 350-1245 日高市栗坪120-1 042-985-5354 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

495 フォレストファミリー ﾌｫﾚｽﾄﾌｧﾐﾘｰ 344-0117 春日部市金崎８８０番地１ 048-746-8700 春日部市 ―

496 深谷市社会福祉協
議会

ﾌｶﾔｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

366-0823 深谷市本住町12-8 048-573-6563 深谷市 ―

497 ふかや精神保健福
祉の会まゆだま

ﾌｶﾔｾｲｼﾝﾎｹﾝﾌｸ
ｼﾉｶｲﾏﾕﾀﾞﾏ

366-0026 深谷市稲荷町1-1-33 048-575-2605 深谷市 ―

498 深谷福祉会 ﾌｶﾔﾌｸｼｶｲ 366-0041 深谷市東方3700-3 048-572-0022 深谷市 ―

499 深谷藤沢福祉会 ﾌｶﾔﾌｼﾞｻﾜﾌｸｼｶ
ｲ

366-0811 深谷市人見2028-3 048-571-1230 深谷市 ―

500 蕗の会 ﾌｷﾉｶｲ 369-0213 深谷市針ヶ谷41-3 048-585-1491 深谷市 ―

501 福一会 ﾌｸｲﾁｶｲ 344-0031 春日部市一ノ割948-1 048-733-2915 春日部市 ―

502 福寿会 ﾌｸｼﾞｭｶｲ 348-0025 羽生市大字上手子林845 048-565-4322 羽生市 ―

503 福潤の会 ﾌｸｼﾞｭﾝﾉｶｲ 361-0038 行田市大字前谷504-1 048-553-0466 行田市 ―

504 藤の実会 ﾌｼﾞﾉﾐｶｲ 359-0004 所沢市北原町932-1 04-2992-5096 所沢市 ―

505 ふじみ愛育会 ﾌｼﾞﾐｱｲｲｸｶｲ 354-0021 富士見市鶴馬2-19-43 049-256-9360 富士見市 ―

506 富士見会 ﾌｼﾞﾐｶｲ 347-0033 加須市下高柳1997-1 0480-62-7115 加須市 ―

507 富士見市社会福祉
協議会

ﾌｼﾞﾐｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

354-0021 富士見市大字鶴馬1932-7 049-254-0747 富士見市 ―

508 富士見市社会福祉
事業団

ﾌｼﾞﾐｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｼﾞｷﾞｮｳﾀﾞﾝ

354-0021 富士見市大字鶴馬3360-1 0492-51-1030 富士見市 ―

509 ふじみ野会 ﾌｼﾞﾐﾉｶｲ 354-0035 富士見市ふじみ野西1-12-1 049-261-7077 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

510 ふじみ野市社会福
祉協議会

ﾌｼﾞﾐﾉｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

356-0011 ふじみ野市福岡　　　1-1-1 049-264-7212 ふじみ野市 ―

511 ふじみ野なかよし
会

ﾌｼﾞﾐﾉﾅｶﾖｼｶｲ 356-0004 ふじみ野市上福岡１-12-8 049-266-6662 ふじみ野市 ―

512 ふじみ野福祉会 ﾌｼﾞﾐﾉﾌｸｼｶｲ 354-0003 富士見市大字南畑新田16-1 049-255-6102 富士見市 ―

513 武州清寿会 ﾌﾞｼｭｳｾｲｼﾞｭｶｲ 357-0217 飯能市大字南川2091 042-978-2610 飯能市 ―

514 二葉会 ﾌﾀﾊﾞｶｲ 358-0002 入間市東町4-1-24 04-2962-8253 入間市 ―

515 双実福祉会 ﾌﾀﾐﾌｸｼｶｲ 359-0007 所沢市北岩岡480-3 04-2942-7047 所沢市 ―

516 普門会 ﾌﾓﾝｶｲ 335-0034 戸田市笹目6-1-5 048-421-5457 戸田市 ―

517 プラモウト・サーク
ルクラブ

ﾌﾟﾗﾓｳﾄ･ｻｰｸﾙｸﾗ
ﾌﾞ

350-0212 坂戸市大字石井1684 049-283-7851 坂戸市 ―

518 平成会 ﾍｲｾｲｶｲ 342-0022 吉川市大字加藤字中道187-1 048-981-8811 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

519 平盛会 ﾍｲｾｲｶｲ 349-0202 白岡市荒井新田３５９－１ 0480-97-0171 白岡市 ―

520 別府会 ﾍﾞｯﾌﾟｶｲ 360-0857 熊谷市西別府1599-5 048-533-1313 熊谷市 ―

521 保育所を創る会 ﾎｲｸｼｮｦﾂｸﾙｶｲ 358-0011 入間市下藤沢1304-1 04-2963-0341 入間市 ―

522 朋映会 ﾎｳｴｲｶｲ 344-0037 春日部市上大増新田字東耕地106-1 048-738-5757 春日部市 ―

523 萠芽福祉会 ﾎｳｶﾞﾌｸｼｶｲ 350-0321 比企郡鳩山町赤沼1508 049-296-2793 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

524 豊井会 ﾎｳｾｲｶｲ 369-0311 児玉郡上里町大字勅使河原1584 0495-35-0333 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

525 捧徳会 ﾎｳﾄｸｶｲ 362-0003 上尾市大字菅谷43-1 048-775-8676 上尾市 ―

526 報徳至誠会 ﾎｳﾄｸｼｾｲｶｲ 367-0216 本庄市児玉町金屋143-2 0495-72-8896 本庄市 ―



№ 法人の名称 フリガナ 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 法人所管 県窓口

527 蓬莱会 ﾎｳﾗｲｶｲ 354-0044 入間郡三芳町大字北永井946-1 049-259-6018 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

528 北明会 ﾎｸﾒｲｶｲ 366-0012 深谷市江原570 048-575-0611 深谷市 ―

529 菩提会 ﾎﾞﾀﾞｲｶｲ 360-0833 熊谷市大字広瀬字山王619 048-524-6557 熊谷市 ―

530 菩提樹会 ﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭｶｲ 344-0006 春日部市八丁目36 048-752-0271 春日部市 ―

531 法水会 ﾎｯｽｲｶｲ 359-0014 所沢市亀ヶ谷172-1 04-2946-5200 所沢市 ―

532 ほっと未来ＳＯＵＺ
ＯＵ舎

ﾎｯﾄﾐﾗｲｿｳｿﾞｳｼｬ 362-0058 上尾市大字上野358番地12 048-782-7895 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

533 ほほえみ会 ﾎﾎｴﾐｶｲ 367-0043 本庄市緑2-15-5 0495-23-1018 本庄市 ―

534 本庄市社会福祉協
議会

ﾎﾝｼﾞｮｳｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

367-0052 本庄市銀座1-1-1 0495-24-2755 本庄市 ―

535 本庄ひまわり福祉
会

ﾎﾝｼﾞｮｳﾋﾏﾜﾘﾌｸｼ
ｶｲ

367-0036 本庄市大字今井1037-1 0495-25-6600 本庄市 ―

536 本庄福祉会 ﾎﾝｼﾞｮｳﾌｸｼｶｲ 367-0061 本庄市小島1-5-18 0495-22-3913 本庄市 ―

537 まあれ愛恵会 ﾏｱﾚｱｲｹｲｶｲ 336-0017 さいたま市南区南浦和2-12-17 048-813-6036 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

538 まきば福祉会 ﾏｷﾊﾞﾌｸｼｶｲ 352-0023 新座市堀ノ内1-2-30 048-477-3060 新座市 ―

539 まごころ会 ﾏｺﾞｺﾛｶｲ 345-0812 南埼玉郡宮代町姫宮165-1 0480-37-3801 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

540 誠会 ﾏｺﾄｶｲ 340-0202 久喜市東大輪437-2 0480-58-6790 久喜市 ―

541 松川会 ﾏﾂｶﾜｶｲ 364-0024 北本市石戸5-143-1 048-593-8282 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

542 松の実会 ﾏﾂﾉﾐｶｲ 359-0046 所沢市北所沢町2066-7 04-2943-1641 所沢市 ―

543 松久福祉会 ﾏﾂﾋｻﾌｸｼｶｲ 367-0119 児玉郡美里町駒衣109 0495-76-2306 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

544 松大会 ﾏﾂﾋﾛｶｲ 343-0106 北葛飾郡松伏町大川戸968-1 048-992-3939 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

545 松伏町社会福祉協
議会

ﾏﾂﾌﾞｼﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

343-0111 北葛飾郡松伏町大字松伏357 048-991-2700 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

546 まるよ会 ﾏﾙﾖｶｲ 352-0034 新座市野寺2-5-46 048-478-1369 新座市 ―

547 美咲会 ﾐｻｷｶｲ 354-0043 入間郡三芳町大字竹間沢735-1 049-258-9211 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

548 みざくらの会 ﾐｻﾞｸﾗﾉｶｲ 367-0103 児玉郡美里町阿那志625-1 0495-76-0068 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

549 美里会 ﾐｻﾄｶｲ 367-0101 児玉郡美里町大字小茂田747-1 0495-76-0055 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

550 三郷市社会福祉協
議会

ﾐｻﾄｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

341-0041 三郷市花和田638-1 048-953-4191 三郷市 ―

551 みさと福祉会 ﾐｻﾄﾌｸｼｶｲ 367-0117 児玉郡美里町白石1342-2 0495-76-1588 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

552 美里町社会福祉協
議会

ﾐｻﾄﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

367-0112 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-3601 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

553 実生会 ﾐｼｮｳｶｲ 366-0801 深谷市上野台3101 048-573-4968 深谷市 ―

554 美鈴会 ﾐｽｽﾞｶｲ 362-0073 上尾市浅間台2-17-1 048-777-1001 上尾市 ―

555 みずほ愛育会 ﾐｽﾞﾎｱｲｲｸｶｲ 354-0011 富士見市水子4888 049-256-7733 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

556 瑞穂会 ﾐｽﾞﾎｶｲ 361-0014 行田市大字藤間510-3 048-559-3644 行田市 ―

557 みたけ会 ﾐﾀｹｶｲ 360-0824 熊谷市見晴町405 048-521-2959 熊谷市 ―

558 みつなみ会 ﾐﾂﾅﾐｶｲ 345-0836 南埼玉郡宮代町和戸1780-1 0480-34-8881 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

559 聖翼会 ﾐﾂﾊﾞｻｶｲ 350-1305 狭山市入間川字二3273-13 04-2952-3678 狭山市 ―



№ 法人の名称 フリガナ 郵便番号 所  在  地 電 話 番 号 法人所管 県窓口

560 緑の風福祉会 ﾐﾄﾞﾘﾉｶｾﾞﾌｸｼｶｲ 341-0012 三郷市半田1212-2 048-959-1615 三郷市 ―

561 みどりの森 ﾐﾄﾞﾘﾉﾓﾘ 337-0041 さいたま市見沼区南中丸939-5 048-683-1216 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

562 みなの福祉会 ﾐﾅﾉﾌｸｼｶｲ 369-1625 秩父郡皆野町大字下日野沢3906-3 0494-62-5550 埼玉県
（高齢者福祉課）

秩父福祉事務所

563 皆野町社会福祉協
議会

ﾐﾅﾉﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

369-1623 秩父郡皆野町大字大渕103-1 0494-62-4615 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

564 みなわ会 ﾐﾅﾜｶｲ 359-1164 所沢市三ヶ島5-551 04-2947-2741 所沢市 ―

565 みぬま福祉会 ﾐﾇﾏﾌｸｼｶｲ 333-0831 川口市大字木曽呂1374 048-294-0955 埼玉県
（障害者支援課）

東部中央福祉事務所

566 みのり会 ﾐﾉﾘｶｲ 359-1141 所沢市小手指町5-16-5 04-2949-3001 所沢市 ―

567 みのり会 ﾐﾉﾘｶｲ 367-0036 本庄市今井1328 0495-21-9890 本庄市 ―

568 みのり福祉会 ﾐﾉﾘﾌｸｼｶｲ 350-1305 狭山市入間川字二3273-23 04-2954-8566 狭山市 ―

569 みはら会 ﾐﾊﾗｶｲ 351-0005 朝霞市根岸台2-2-6 048-487-8686 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

570 宮代町社会福祉協
議会

ﾐﾔｼﾛﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

345-0821 南埼玉郡宮代町字西原278 0480-32-8199 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

571 みゆき会 ﾐﾕｷｶｲ 340-0105 幸手市大字松石字東220-2 0480-43-7671 幸手市 ―

572 明星福祉会 ﾐｮｳｼﾞｮｳﾌｸｼｶｲ 369-1412 秩父郡皆野町皆野1331-1 0494-62-0301 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

573 三芳厚生福祉会 ﾐﾖｼｺｳｾｲﾌｸｼｶｲ 354-0045 入間郡三芳町大字上富1784-8 049-259-1233 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

574 みよしの会 ﾐﾖｼﾉｶｲ 354-0044 入間郡三芳町大字北永井字桜並415-1 049-274-7111 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

575 三芳町社会福祉協
議会

ﾐﾖｼﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

354-0041 入間郡三芳町大字藤久保1100-1 049-258-0122 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

576 未来保育会 ﾐﾗｲﾎｲｸｶｲ 350-1305 狭山市入間川3-26-21 04-2969-3001 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

577 麦の家 ﾑｷﾞﾉｲｴ 356-0050 ふじみ野市ふじみ野3-10-2 049-264-3768 ふじみ野市 ―

578 武蔵会 ﾑｻｼｶｲ 350-1254 日高市大字久保121-1 042-982-5500 日高市 ―

579 むさしの郷 ﾑｻｼﾉｺﾞｳ 360-0125 熊谷市上恩田514番地2 048-598-7007 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

580 むさし野たんぽぽ
会

ﾑｻｼﾉﾀﾝﾎﾟﾎﾟｶｲ 356-0054 ふじみ野市大井武蔵野1282-7 049-269-7005 ふじみ野市 ―

581 むさしの福祉会 ﾑｻｼﾉﾌｸｼｶｲ 357-0046 飯能市阿須224 042-975-5501 飯能市 ―

582 武蔵野福祉会 ﾑｻｼﾉﾌｸｼｶｲ 367-0225 本庄市児玉町飯倉166 0495-72-8711 本庄市 ―

583 武蔵野ユ－トピア
ダイアナクラブ

ﾑｻｼﾉﾕｰﾄﾋﾟｱﾀﾞｲ
ｱﾅｸﾗﾌﾞ

360-0103 熊谷市小江川1396 048-536-1911 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

584 むつみ会 ﾑﾂﾐｶｲ 335-0021 戸田市大字新曽1191-8 048-229-2800 戸田市 ―

585 むつみ会 ﾑﾂﾐｶｲ 358-0014 入間市宮寺3239-2 04-2934-2967 入間市 ―

586 明晃会 ﾒｲｺｳｶｲ 356-0051 ふじみ野市亀久保1-13-2 049-261-2733 ふじみ野市 ―

587 明照会 ﾒｲｼｮｳｶｲ 356-0042 ふじみ野市東久保1-38-1 049-261-4714 ふじみ野市 ―

588 明伸会 ﾒｲｼﾝｶｲ 335-0004 蕨市中央1-23-8 048-443-2233 蕨市 ―

589 明正会 ﾒｲｾｲｶｲ 369-0301 児玉郡上里町大字金久保777 0495-34-3388 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

590 メイプル福祉会 ﾒｲﾌﾟﾙﾌｸｼｶｲ 369-0306 児玉郡上里町大字七本木1706番地1 0495-34-4190 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

591 明雄福祉会 ﾒｲﾕｳﾌｸｼｶｲ 353-0007 志木市柏町1-6-73 048-423-7281 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

592 明和会 ﾒｲﾜｶｲ 367-0223 本庄市児玉町塩谷85-1 0495-72-5147 本庄市 ―
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593 明和会 ﾒｲﾜｶｲ 363-0008 桶川市坂田字原516-1 048-729-1177 桶川市 ―

594 メープル会 ﾒｰﾌﾟﾙｶｲ 353-0005 志木市幸町2-6-12 048-424-3991 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

595 恵会 ﾒｸﾞﾐｶｲ 355-0008 東松山市大字大谷字雷原4217-4 0493-39-0300 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

596 めぐみ会 ﾒｸﾞﾐｶｲ 354-0044 入間郡三芳町北永井381-3 049-258-0515 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

597 めだかの学校 ﾒﾀﾞｶﾉｶﾞｯｺｳ 344-0117 春日部市金崎526-1 048-718-0003 春日部市 ―

598 妻沼会 ﾒﾇﾏｶｲ 360-0217 熊谷市上根268 048-588-9511 熊谷市 ―

599 妻沼町愛児会 ﾒﾇﾏﾏﾁｱｲｼﾞｶｲ 360-0232 熊谷市道ヶ谷戸211 048-588-1132 熊谷市 ―

600 妻沼町福祉会 ﾒﾇﾏﾏﾁﾌｸｼｶｲ 360-0215 熊谷市田島7-3 048-588-0682 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

601 萌樹会 ﾓｴｷﾞｶｲ 351-0111 和光市下新倉1105-6 048-423-7184 和光市 ―

602 萠美の会 ﾓｴﾐﾉｶｲ 369-0301 児玉郡上里町大字金久保1560 0495-33-0430 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

603 毛呂山町社会福祉
協議会

ﾓﾛﾔﾏﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

350-0465 入間郡毛呂山町川角303-3 049-295-0601 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

604 谷雲会 ﾔｸﾞﾓｶｲ 350-1213 日高市大字高萩1136-2 042-989-2042 日高市 ―

605 八潮市社会福祉協
議会

ﾔｼｵｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

340-0802 八潮市大字鶴ヶ曽根414-1 048-995-3636 八潮市 ―

606 八潮博友会 ﾔｼｵﾊｸﾕｳｶｲ 340-0816 八潮市中央1-15-5 048-997-0321 八潮市 ―

607 やなぎ会 ﾔﾅｷﾞｶｲ 344-0007 春日部市小渕406-1 048-761-3041 春日部市 ―

608 やなぎ保育園 ﾔﾅｷﾞﾎｲｸｴﾝ 344-0002 春日部市樋籠620-3 048-761-2085 春日部市 ―

609 ヤマト自立センター ﾔﾏﾄｼﾞﾘﾂｾﾝﾀｰ 352-0017 新座市菅沢１丁目3-1 048-480-3367 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

610 山吹会 ﾔﾏﾌﾞｷｶｲ 352-0016 新座市馬場3-8-20 048-486-9673 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

611 弥生会 ﾔﾖｲｶｲ 357-0021 飯能市双柳87-10 042-972-5760 飯能市 ―

612 ゆいの里福祉会 ﾕｲﾉｻﾄﾌｸｼｶｲ 354-0007 富士見市みどり野南1-1 049-268-6680 富士見市 ―

613 友愛会 ﾕｳｱｲｶｲ 367-0102 児玉郡美里町字関2085-1 0495-75-1200 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

614 熊愛会 ﾕｳｱｲｶｲ 360-0816 熊谷市石原2-157 048-522-1952 熊谷市 ―

615 優愛会 ﾕｳｱｲｶｲ 332-0034 川口市並木二丁目9番9号 048-240-3175 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

616 雄雅会 ﾕｳｶﾞｶｲ 340-0814 八潮市南川崎713番地3 048-997-2300 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

617 ゆうき福祉会 ﾕｳｷﾌｸｼｶｲ 359-0014 所沢市大字亀ヶ谷字谷里270-1 04-2941-3179 埼玉県
（障害者支援課）

西部福祉事務所

618 邑元会 ﾕｳｹﾞﾝｶｲ 366-0014 深谷市藤野木117 048-574-8080 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

619 由慎会 ﾕｳｼﾝｶｲ 335-0005 蕨市錦町5-4-2 048-213-0700 蕨市 ―

620 友仁会 ﾕｳｼﾞﾝｶｲ 369-0132 鴻巣市前砂1003-1 048-547-2477 鴻巣市 ―

621 有徳会 ﾕｳﾄｸｶｲ 359-1161 所沢市狭山ヶ丘1-3003-52 04-2948-2613 所沢市 ―

622 雄飛 ﾕｳﾋ 355-0104 比企郡吉見町大字地頭方333 0493-54-5544 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

623 優美会 ﾕｳﾋﾞｶｲ 335-0026 戸田市新曽南4-2-35 048-499-3010 戸田市 ―

624 熊北会 ﾕｳﾎｸｶｲ 360-0801 熊谷市中奈良1396－1 048-524-9849 熊谷市 ―

625 宥和 ﾕｳﾜ 367-0030 本庄市早稲田の杜5-14-8 0495-25-3400 本庄市 ―
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626 ゆかり会 ﾕｶﾘｶｲ 360-0116 熊谷市三本1557 048-536-8597 熊谷市 ―

627 ゆずの木会 ﾕｽﾞﾉｷｶｲ 369-1233 大里郡寄居町秋山字下小路66 048-581-4932 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

628 ゆたか会 ﾕﾀｶｶｲ 343-0111 北葛飾郡松伏町松伏431 048-992-1416 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

629 豊の会 ﾕﾀｶﾉｶｲ 352-0004 新座市大和田4-18-53 048-481-5095 新座市 ―

630 養生会 ﾖｳｼﾞｮｳｶｲ 341-0034 三郷市新和2-375 048-949-0050 三郷市 ―

631 陽明福祉会 ﾖｳﾒｲﾌｸｼｶｲ 359-0002 所沢市大字中富1652-1 04-2943-0077 所沢市 ―

632 ようりん福祉会 ﾖｳﾘﾝﾌｸｼｶｲ 367-0108 児玉郡美里町下児玉545-28 0495-76-0921 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

633 横瀬町社会福祉協
議会

ﾖｺｾﾞﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬1240 0494-22-7380 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

634 吉川市社会福祉協
議会

ﾖｼｶﾜｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

342-0055 吉川市吉川2-1-1 048-981-8750 吉川市 ―

635 吉川仲よし会 ﾖｼｶﾜﾅｶﾖｼｶｲ 342-0041 吉川市保1-24-1 048-940-9728 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

636 吉宙会 ﾖｼｿﾗｶｲ 342-0001 吉川市上内川４４８－１ 048-993-1616 吉川市 ―

637 よし乃郷 ﾖｼﾉｻﾄ 355-0343 比企郡ときがわ町五明1449-2 0493-66-0150 埼玉県
（高齢者福祉課）

西部福祉事務所

638 葭の里 ﾖｼﾉｻﾄ 342-0015 吉川市中井3-177-2 048-981-8833 吉川市 ―

639 吉見町社会福祉協
議会

ﾖｼﾐﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0118 比企郡吉見町大字下細谷1216-1 0493-54-5228 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

640 よつばゆりかご会 ﾖﾂﾊﾞﾕﾘｶｺﾞｶｲ 351-0021 朝霞市西弁財1-1-2 048-466-1205 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

641 寄居町社会福祉協
議会

ﾖﾘｲﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

369-1221 大里郡寄居町大字保田原301 048-581-8523 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

642 楽栄会 ﾗｸｴｲｶｲ 342-0025 吉川市飯島274 048-984-1603 吉川市 ―

643 嵐山町社会福祉協
議会

ﾗﾝｻﾞﾝﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

355-0221 比企郡嵐山町大字菅谷487-1 0493-62-0722 埼玉県
（社会福祉課）

社会福祉課

644 梨花の里 ﾘｶﾉｻﾄ 369-0306 児玉郡上里町大字七本木417-1 0495-33-3321 埼玉県
（障害者支援課）

北部福祉事務所

645 立正橘福祉会 ﾘｯｼｮｳﾀﾁﾊﾞﾅﾌｸｼ
ｶｲ

360-0161 熊谷市万吉1756-130 048-539-3200 熊谷市 ―

646 隆信会 ﾘｭｳｼﾝｶｲ 352-0011 新座市野火止4-12-6 048-482-0045 新座市 ―

647 両宜会 ﾘｮｳｷﾞｶｲ 369-1101 深谷市長在家3976 048-583-6546 深谷市 ―

648 良心会 ﾘｮｳｼﾝｶｲ 333-0831 川口市大字木曽呂496番地の2 048-290-0500 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

649 緑風会 ﾘｮｸﾌｳｶｲ 341-0056 三郷市番匠免1-314 048-949-4123 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

650 ルストホフ志木 ﾙｽﾄﾎﾌｼｷ 353-0004 志木市本町2-10-50 048-473-3000 志木市 ―

651 ルピナス会 ﾙﾋﾟﾅｽｶｲ 369-0313 児玉郡上里町大字堤489 0495-33-0909 埼玉県
（高齢者福祉課）

北部福祉事務所

652 るりの光会 ﾙﾘﾉﾋｶﾘｶｲ 366-0002 深谷市下手計988-1 048-587-4333 深谷市 ―

653 ルロワ
（旧実盛会）

ﾙﾛﾜ 355-0036 東松山市大字下野本1465-5 0493-27-6880 東松山市 ―

654 黎明会 ﾚｲﾒｲｶｲ 360-0006 熊谷市四方寺91 048-521-8727 熊谷市 ―

655 若あゆの会 ﾜｶｱﾕﾉｶｲ 369-1241 深谷市武蔵野777-4 048-584-6590 深谷市 ―

656 若草福祉会 ﾜｶｸｻﾌｸｼｶｲ 367-0002 本庄市仁手669-4 0495-21-5001 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

657 若狭会 ﾜｶｻｶｲ 359-1106 所沢市東狭山ヶ丘4-2686-4 04-2926-8088 所沢市 ―

658 わかたけ会 ﾜｶﾀｹｶｲ 369-1304 秩父郡長瀞町本野上499-1 0494-66-0383 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課
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659 わか竹会 ﾜｶﾀｹｶｲ 359-1121 所沢市元町6-13 04-2940-8135 所沢市 ―

660 若竹会 ﾜｶﾀｹｶｲ 344-0031 春日部市一ノ割1138-1 048-737-5630 春日部市 ―

661 わかば会 ﾜｶﾊﾞｶｲ 340-0025 草加市谷塚仲町353-1 048-922-0369 草加市 ―

662 若萌会 ﾜｶﾓｴｶｲ 355-0072 東松山市石橋1635-9 0493-24-0010 東松山市 ―

663 和幸会 ﾜｺｳｶｲ 340-0124 幸手市大字上宇和田148-4 0480-48-2424 幸手市 ―

664 和光市社会福祉協
議会

ﾜｺｳｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

351-0104 和光市南1-23-1 048-452-7111 和光市 ―

665 和光福祉会 ﾜｺｳﾌｸｼｶｲ 351-0115 和光市新倉8-23-1 048-468-3355 和光市 ―

666 和順会 ﾜｼﾞｭﾝｶｲ 366-0026 深谷市稲荷町2-5-20 048-573-3888 深谷市 ―

667 和心会 ﾜｼﾝｶｲ 345-0036 北葛飾郡杉戸町大字杉戸字雅楽2376番
1

― 埼玉県
（高齢者福祉課）

東部中央福祉事務所

668 わせだ会 ﾜｾﾀﾞｶｲ 341-0032 三郷市谷中33-2 048-951-2235 三郷市 ―

669 わらしべ会 ﾜﾗｼﾍﾞｶｲ 360-0225 熊谷市弁財203 048-588-7970 埼玉県
（少子政策課）

少子政策課

670 蕨市社会福祉協議
会

ﾜﾗﾋﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

335-0005 蕨市錦町3-3-27 048-443-6051 蕨市 ―

671 童会 ﾜﾗﾍﾞｶｲ 355-0002 東松山市大字東平676-1 0493-22-3605 東松山市 ―


