
資料編 第５部　公共施設・機関等一覧

No 局名 所在地 設置場所

1 内野本郷 西区内野本郷１０６０－２ 敷地内

2 佐知川公園 西区大字佐知川４４ 敷地内

3 五味貝戸東公園 西区大字指扇３２５－１７ 敷地内

4 秋葉の森総合公園 西区大字中釘２１２ 敷地内

5 塚本公園 西区塚本町２－１５２ 敷地内

6 馬宮西小学校 西区飯田新田１８９－２ 校舎屋上

7 市営馬宮住宅 西区飯田新田４００ 敷地内

8 湯木町自治会館 西区湯木町１－５３ 敷地内

9 植水中学校 西区三条町３４５－１ 校舎屋上

10 島根公園 西区島根４６６ 敷地内

11 三条町火の見やぐら 西区三条町２３３ 敷地内

12 二ツ宮住宅中央公園 西区中野林７９０－１２ 敷地内

13 植水支所 西区中野林１７３－２ 敷地内

14 植水小学校 西区中野林２２５－１ 校舎屋上

15 二ツ宮公園 西区二ツ宮５８５－１ 敷地内

16 馬宮中学校 西区二ツ宮５８９－１ 敷地内

17 馬宮保育園 西区西遊馬１１９ 敷地内

18 西消防署西遊馬出張所 西区西遊馬３０７－１ 施設屋上

19 馬宮東小学校 西区西遊馬１８９－１ 校舎屋上

20 土屋火の見やぐら 西区土屋１８０ 敷地内

21 大宮土屋ハイツ公園 西区土屋１７５２－５ 敷地内

22 土屋中学校 西区土屋１７６６－１ 校舎屋上

23 プラザ１号公園 西区プラザ４４４－５７ 敷地内

24 プラザ２号公園 西区プラザ６２０－８７ 敷地内

25 佐知川原公園 西区佐知川２２８－１１８ 敷地内

26 大宮西小学校 西区三橋５－１３５９ 校舎屋上

27 青葉公園 西区三橋５－９３６－２ 敷地内

28 栄小学校 西区飯田８１１ 校舎屋上

29 わかば公園 西区指扇１９５８－２６９ 敷地内

30 やよい公園 西区指扇１９５８－１４３ 敷地内

31 指扇台東公園 西区指扇２８５６－２４５ 敷地内

西区防災行政無線屋外拡声子局一覧

【資料５－１】同報系防災行政無線屋外拡声子局設置場所一覧表
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧

No 局名 所在地 設置場所

西区防災行政無線屋外拡声子局一覧

32 大宮西中学校 西区三橋６－１５５８ 校舎屋上

33 総合療育センターひまわり学園 西区三橋６－１５８７ 敷地内

34 三橋プール 西区三橋６－１７０９－３ 敷地内

35 指扇小学校 西区西大宮１－４９－６ 校舎屋上

36 宝来 西区宝来２１９６－１５ 敷地内

37 住友２号公園 西区指扇領別所３８２－１１０ 敷地内

38 健康福祉センター西楽園 西区大字宝来６０ 施設屋上

39 指扇公民館 西区西大宮２－１３－１ 敷地内

40 指扇保育園 西区高木５６７－３ 敷地内

41 指扇中学校 西区西大宮３－３１ 校舎屋上

42 指扇北小学校 西区中釘１５０６－１ 校舎屋上

43 西消防署 西区西大宮３－４８ 敷地内

44 養護老人ホーム富士見園 西区清河寺７９６ 敷地内

45 清河寺公園 西区清河寺１１３７ 敷地内

46 宮前中学校 西区宮前町１４６７－１ 校舎屋上

47 内野本郷公園 西区内野本郷６９６－１２４ 敷地内

48 宮前小学校 西区宮前町３４１ 校舎屋上

49 前原公園 西区宮前町１５８９－６ 敷地内

50 水判土 西区水判土４５０－１ 敷地内

51 西遊馬公園管理事務所 西区西遊馬８９９－３ 敷地内

52 穂積自治会館 西区宝来３４３－１ 敷地内

53 埼玉自動車税事務所 西区中釘２１５２ 敷地内

54 高木第二最終処分場 西区高木１０９１ 敷地内

55 大宮花の丘農林公苑 西区西新井１２４ 敷地内

56 前通公園 西区植田谷本４６２－８ 敷地内

57 三橋西保育園 西区三橋６－３８１－１ 敷地内

58 西第二公園 西区三橋６－１１８１－７ 敷地内

59 県立大宮光陵高等学校 西区中野林１４５ 敷地内

60 三橋総合公園（３） 西区三橋５－１９０ 敷地内

61 三橋総合公園（２） 西区三橋５－１９０ 敷地内

62 三橋総合公園（１） 西区三橋５－１９０ 敷地内

63 西区役所 西区西大宮３－４－２ 施設屋上

64 島根火の見やぐら 西区島根４１４ 敷地内

令和４年４月１日現在
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 植竹北公園 北区植竹町１－４６７ 敷地内

2 下加公園 北区日進町１－７５６－１ 敷地内

3 大宮北高等学校（１） 北区奈良町９１－１ 敷地内

4 大宮北高等学校（２） 北区奈良町９１－１ 校舎屋上

5 市営奈良団地 北区奈良町１３４－１ 敷地内

6 別所公園 北区別所町９５ 敷地内

7 小山公園 北区別所町１１９ 敷地内

8 東公園 北区別所町７５ 敷地内

9 大宮別所小学校 北区別所町４２－１ 校舎屋上

10 鍛冶公園 北区宮原町４－１１５ 敷地内

11 日進北小学校 北区日進町３－１７８ 校舎屋上

12 日進職業センター 北区日進町３－１５１ 敷地内

13 産業振興会館 北区日進町２－１９１５－４ 敷地内

14 松原東公園 北区日進町２－１１１－１ 敷地内

15 日進保育園 北区日進町２－６３２ 敷地内

16 稲荷第２公園 北区大成町４－４１５ 敷地内

17 日進町 北区日進町１－７０１－１ 敷地内

18 日進小学校 北区日進町２－９１１ 校舎屋上

19 大成４丁目公園 北区大成町４－２２８－２ 敷地内

20 日進中学校 北区櫛引町２－５０３－１ 校舎屋上

21 日進公園 北区日進町１－３１１ 敷地内

22 日進住宅公園 北区日進町１－３５－３７ 敷地内

23 中仙道公園 北区東大成町１－６３１－１ 敷地内

24 漫画会館 北区盆栽町１５０ 敷地内

25 東植竹公園 北区植竹町１－１４５ 敷地内

26 東大成小学校 北区東大成町２－１２ 校舎屋上

27 植竹公民館 北区盆栽町４３０ 敷地内

28 弁天西公園 北区土呂町２－２６ 敷地内

29 大宮弁天公園 北区土呂町２－４２ 敷地内

30 市民の森（１） 北区見沼２－９４ 敷地内

31 市民の森（２） 北区見沼２－９４ 敷地内

32 神明西公園 北区土呂町２－１５ 敷地内

33 植竹小学校 北区植竹町２－１ 校舎屋上

北区防災行政無線屋外拡声子局一覧
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

北区防災行政無線屋外拡声子局一覧

34 本郷第２公園 北区本郷町１４５７ 敷地内

35 植竹中学校 北区土呂町３５２ 校舎屋上

36 土呂公園 北区土呂町１－４２ 敷地内

37 見沼公園 北区土呂町２－８３－２ 敷地内

38 神明北公園 北区土呂町１－８５ 敷地内

39 大砂土小学校 北区本郷町１ 校舎屋上

40 本郷第３公園 北区本郷町１２５７－１ 敷地内

41 本郷第４公園 北区本郷町６５５－１ 敷地内

42 中島東公園 北区宮原町１－５５５－１ 敷地内

43 宮原保育園 北区宮原町２－８３－２ 敷地内

44 本郷第１公園 北区本郷町８９０－１ 敷地内

45 泰平中学校 北区本郷町１９９１ 校舎屋上

46 泰平小学校 北区今羽町６２８ 校舎屋上

47 松原公園 北区宮原町４－４２ 敷地内

48 宮原公民館 北区宮原町４－６６－４ 敷地内

49 宮原小学校 北区宮原町４－１０２－６ 校舎屋上

50 宮原中学校 北区宮原町４－１２９ 校舎屋上

51 諏訪公園 北区吉野町２－２５－１ 敷地内

52 吉野公園 北区吉野町１－３７９－１ 敷地内

53 浅間公園 北区吉野町１－４０８－１ 敷地内

54 つつじヶ丘公園 北区吉野町２－２１３ 敷地内

55 新堀公園 北区吉野町２－２６２ 敷地内

56 仲原公園 北区吉野町１－４２ 敷地内

57 市営今羽住宅 北区今羽町２４４－２ 敷地内

58 加茂宮防火水槽用地 北区宮原町１－２８６－７ 敷地内

59 宮原駅西口自転車駐車場 北区日進町３－７２９ 敷地内

60 東京ガス（株）お客様センター 北区宮原町２－１８－７ 施設屋上

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 おおみや諏訪の苑 大宮区三橋４－８７５－２ 校舎屋上

2 大宮国際中等教育学校 大宮区三橋４－９６ 敷地内

3 宮後公園 大宮区櫛引町１－７８２－４ 敷地内

4 大成保育園 大宮区大成町３－６５５－１ 敷地内

5 大成小学校 大宮区大成町２－２８２ 校舎屋上

6 大成中学校 大宮区大成町２－３７９ 校舎屋上

7 熊野下公園 大宮区櫛引町１－４４０－１ 敷地内

8 大宮消防署大成出張所 大宮区大成町１－２２６ 敷地内

9 大平公園 大宮区三橋１－５５ 敷地内

10 三橋中学校 大宮区三橋１－１３００ 校舎屋上

11 三橋小学校 大宮区三橋２－２０ 校舎屋上

12 桜木中学校 大宮区桜木町４－２１９ 校舎屋上

13 のびのびプラザ大宮 大宮区桜木町１－１８５－２ 施設屋上

14 桜木町 大宮区桜木町２－３８５－１１ 敷地内

15 桜木小学校 大宮区桜木町４－３２８－９ 敷地内

16 上小保育園 大宮区上小町８４５－４ 敷地内

17 みつわ公園 大宮区三橋３－１４８－１ 敷地内

18 かみこ公園 大宮区上小町１０４３ 敷地内

19 上小小学校 大宮区上小町１３３７－１ 校舎屋上

20 北袋公園 大宮区北袋町２－４０１－２ 敷地内

21 平和台公園 大宮区北袋町１－１９０－９ 敷地内

22 大宮南中学校 大宮区天沼町２－３６２ 校舎屋上

23 天沼保育園 大宮区天沼町２－４３８－１ 敷地内

24 大宮南小学校 大宮区吉敷町３－８７ 校舎屋上

25 天沼公園 大宮区天沼町１－１９４ 敷地内

26 大宮小学校 大宮区大門町３－３ 校舎屋上

27 大宮区役所 大宮区大門町３－１ 施設屋上

28 大宮東中学校 大宮区堀の内町１－９９ 校舎屋上

29 なかよし公園 大宮区天沼町２－１７１ 敷地内

30 芝川小学校 大宮区天沼町２－１０７７ 校舎屋上

31 第二東中学校 大宮区天沼町１－７６０ 校舎屋上

32 芝川公園 大宮区堀の内町２－６１２ 敷地内

33 大宮東小学校 大宮区堀の内町３－１４５ 校舎屋上

34 大宮図書館 大宮区高鼻町２－１ 敷地内

大宮区防災行政無線屋外拡声子局一覧
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
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大宮区防災行政無線屋外拡声子局一覧

35 大宮北小学校 大宮区宮町３－８４ 校舎屋上

36 高鼻コミュ二ティセンター 大宮区高鼻町２－２９２－１ 敷地内

37 大宮北中学校 大宮区寿能町１－２１ 校舎屋上

38 市営大宮球場 大宮区寿能町２－５１９ 敷地内

39 大宮ふれあい福祉センター 大宮区土手町１－２１３－１ 施設屋上

40 ㈱山一建設 大宮区三橋２－４７７ 敷地内

41 堀の内3丁目公園 大宮区堀の内町３－３６７ 敷地内

42 公園ポンプ場 大宮区寿能町２－４７０－１ 敷地内

43 堀の内ポンプ場 大宮区堀の内町１－５７７－１ 敷地内

44 市民会館おおみや 大宮区下町３－４７－８ 施設屋上

45 並木公園 大宮区三橋２－２５０ 敷地内

46 大成2丁目南公園 大宮区大成町２－８２ 敷地内

47 上小町 大宮区上小町６－１ 敷地内

48 防災センター 大宮区天沼町１－８９３ 施設屋上

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 県営大宮砂団地 見沼区東大宮３－６－４ 敷地内

2 中川火の見やぐら 見沼区大字中川６８８ 敷地内

3 西原公園 見沼区大字深作５２７－１ 敷地内

4 大宮聖苑 見沼区染谷２－３１６ 敷地内

5 春野小学校 見沼区春野１－１０－１ 校舎屋上

6 東大宮４丁目自治会集会所 見沼区東大宮４－４０－３ 敷地内

7 原中公園 見沼区東大宮４－６６ 敷地内

8 見沼消防署東大宮出張所 見沼区東大宮４－３１－１ 施設屋上

9 見沼小学校 見沼区東大宮２－４５ 校舎屋上

10 堀の内公園 見沼区東大宮２－１５ 敷地内

11 立山公園 見沼区東大宮５－１７ 敷地内

12 築地公園 見沼区東大宮１－２６ 敷地内

13 大砂土中学校 見沼区東大宮１－１００－１ 校舎屋上

14 大砂土東小学校 見沼区大和田町２－９９８ 校舎屋上

15 登戸公園 見沼区東大宮７－３８ 敷地内

16 東大宮中央公園 見沼区東大宮５－４２－１ 敷地内

17 大宮大原公園 見沼区東大宮６－１２ 敷地内

18 有無公園 見沼区丸ヶ崎町４２ 敷地内

19 東大宮保育園 見沼区丸ヶ崎町１３－１３ 敷地内

20 藁田島公園 見沼区東大宮６－４２ 敷地内

21 島小学校 見沼区島町５３３－２ 校舎屋上

22 上ノ台公園 見沼区堀崎町１４３２ 敷地内

23 堀崎中央公園 見沼区堀崎町７３６－１ 敷地内

24 蓮沼公園 見沼区蓮沼９３６ 敷地内

25 大宮体育館 見沼区大和田町１－３０５ 施設屋上

26 大和田保育園 見沼区大和田町１－１２３０－９２ 敷地内

27 海老沼南公園 見沼区東新井８６６－４２ 敷地内

28 海老沼中公園 見沼区東新井７１０－８４ 敷地内

29 海老沼小学校 見沼区東新井７１０－５ 校舎屋上

30 南中丸第１公園 見沼区南中丸８３４－４ 敷地内

31 南中丸青葉自治会館 見沼区南中丸１０７９－３６ 敷地内

32 青葉北公園 見沼区南中丸１２８０－２９ 敷地内

33 見沼消防署蓮沼出張所 見沼区蓮沼２６７ 施設屋上

34 中田公園 見沼区蓮沼４０３－３ 敷地内

見沼区防災行政無線屋外拡声子局一覧
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

見沼区防災行政無線屋外拡声子局一覧

35 大谷中学校 見沼区大谷１６３４－２ 校舎屋上

36 大谷小学校 見沼区大谷１８ 校舎屋上

37 グリーンライフ猿花キャンプ場 見沼区南中野９７３ 敷地内

38 片柳保育園 見沼区御蔵７９６ 敷地内

39 片柳中学校 見沼区御蔵５５１ 校舎屋上

40 蓮沼小学校 見沼区蓮沼１０７０ 校舎屋上

41 片柳小学校 見沼区東新井２４４－１ 校舎屋上

42 染谷火の見やぐら 見沼区染谷１４０２ 敷地内

43 片柳火の見やぐら 見沼区片柳２－６９ 敷地内

44 思い出の里市営霊園（１） 見沼区大谷６００ 敷地内

45 思い出の里市営霊園（２） 見沼区大谷６００ 敷地内

46 東宮下小学校 見沼区東宮下２１５－１ 校舎屋上

47 老人福祉センター東楽園 見沼区膝子１１５１ 敷地内

48 七里中学校 見沼区東宮下１－１－１ 校舎屋上

49 七里小学校 見沼区東宮下３１２ 校舎屋上

50 七里東保育園 見沼区新堤４０ 敷地内

51 七里支所 見沼区東門前３７９－１ 敷地内

52 堀崎団地第１公園 見沼区堀崎町１１４２－３ 敷地内

53 春里中学校 見沼区小深作２６８－１９ 校舎屋上

54 農村広場 見沼区小深作９３０ 敷地内

55 中ノ島公園 見沼区深作１－２１ 敷地内

56 春岡小学校 見沼区春岡２－２９－１ 校舎屋上

57 大宮戸崎公園 見沼区深作２－３６ 敷地内

58 西郭公園 見沼区深作１－４ 敷地内

59 貝崎公園 見沼区深作３－４２ 敷地内

60 海崎公園 見沼区深作３－８ 敷地内

61 観音寺下公園 見沼区深作２－７ 敷地内

62 卸町公園 見沼区卸町１－２５ 敷地内

63 大谷中第２グランド 見沼区大和田町１－２０６３－２ 敷地内

64 南平台第２公園 見沼区大谷２８０－２ 敷地内

65 山邑神社 見沼区山１７３ 敷地内

66 大宮南部浄化センター 見沼区上山口新田５０８－１ 敷地内

67 大宮八幡中学校 見沼区南中丸３５７ 校舎屋上

68 北山公園 見沼区大和田町２－１４３９ 敷地内
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
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No 局名 所在地 設置場所

見沼区防災行政無線屋外拡声子局一覧

69 県立大宮商業高等学校 見沼区大和田町１－３５６ 敷地内

70 丸ケ崎薬師堂 見沼区丸ヶ崎町１９０６－２ 敷地内

71 岡組集落センター 見沼区深作５－１００ 敷地内

72 島町自治会館 見沼区島町２３５－１ 敷地内

73 東門前北公園 見沼区東門前１６５－９ 敷地内

74 宮ヶ谷塔氷川神社 見沼区宮ヶ谷塔３－２３１ 敷地内

75 膝子会館 見沼区膝子５２８－２ 敷地内

76 御蔵南公園 見沼区御蔵１１４９ 敷地内

77 見沼消防署 見沼区春野２－６－１ 施設屋上

78 南中丸 見沼区南中丸１４５－１ 敷地内

79 砂中央公園 見沼区東大宮７－４２ 敷地内

80 春野図書館 見沼区春野２－１２－１ 施設屋上

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 大戸公民館 中央区大戸３－１４－２１ 施設屋上

2 メイツ与野本町 中央区鈴谷６－３－１ 施設屋上

3 与野西中学校 中央区鈴谷８－１０－３３ 校舎屋上

4 一山神社 中央区本町東４－１０－１４ 敷地内

5 八王子センター 中央区八王子２－４－１０ 敷地内

6 上落合小学校 中央区上落合４－１４－２４ 校舎屋上

7 浦和西警察署上落合交番 中央区上落合７－６－３３ 敷地内

8 県営与野高層団地 中央区下落合３－８－２ 施設屋上

9 下落合環境空間緑道 中央区下落合４－１５ 敷地内

10 円阿弥自治会集会所 中央区円阿弥５－１－２３ 敷地内

11 上峰東児童遊園地 中央区上峰４－４９５ 敷地内

12 鈴谷小学校 中央区鈴谷５－５－１ 校舎屋上

13 与野本町保育園 中央区本町東７－４－１９ 敷地内

14 与野本町公民館 中央区本町西１－１４－１２ 施設屋上

15 学校給食センター 中央区本町西６－３－１ 敷地内

16 中央区役所 中央区下落合５－７－１０ 施設屋上

17 大戸小学校 中央区新中里１－６－２８ 校舎屋上

18 さいたま市保健所 中央区鈴谷７－５－１２ 施設屋上

19 八王子保育園 中央区八王子５－１２－１７ 敷地内

20 与野本町小学校 中央区本町東３－５－２３ 校舎屋上

21 大宮プレジデントマンション 中央区上落合９－９－４ 施設屋上

22 県立いずみ高等学校 中央区円阿弥７－４－１ 敷地内

23 大戸 中央区大戸５－１９－２０ 敷地内

24 下落合小学校 中央区上落合１－７－３３ 敷地内

25 市営上町住宅 中央区本町西３－９－２ 敷地内

26 市営宮前住宅 中央区桜丘１－２－１３ 敷地内

27 鈴谷西公園 中央区鈴谷２－６２６ 敷地内

28 下落合（２） 中央区下落合７－２５０－１ 敷地内

29 上落合保育園 中央区上落合２－９－１０ 敷地内

30 与野南図書館 中央区大戸６－２８－１６ 敷地内

31 市営関東住宅 中央区上落合３－１３－３ 敷地内

32 西与野コミュニティホール 中央区桜丘２－６－２８ 施設屋上

中央区防災行政無線屋外拡声子局一覧

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 大久保東公民館 桜区大字大久保領家１３１－６ 施設屋上

2 神田小学校 桜区大字神田５４１－１ 校舎屋上

3 土合浄水場 桜区西堀８－２５－３０ 敷地内

4 栄和３丁目公園 桜区栄和３－１６ 敷地内

5 大久保中学校 桜区大字五関２８２ 校舎屋上

6 田島西公園 桜区田島４－３８ 敷地内

7 大久保公民館 桜区大字五関８３９－２ 敷地内

8 埼大前公園 桜区大字上大久保字作田１４０－３ 敷地内

9 下大久保（１） 桜区大字下大久保８７３－１ 敷地内

10 千貫樋水郷公園 桜区大字天神後１２００－４ 敷地内

11 白鍬第二公園 桜区大字白鍬６９１－１５ 敷地内

12 下大久保（２） 桜区大字下大久保１０３１－１３ 敷地内

13 塚本薬師堂 桜区大字塚本６６－１ 敷地内

14 神田 桜区神田５８ 敷地内

15 下大久保（３） 桜区大字下大久保３８ 敷地内

16 やつしま会館 桜区大字塚本３２３－１０８ 敷地内

17 栄和小学校 桜区栄和１－７－１ 校舎屋上

18 道場一丁目公園 桜区道場１－９ 敷地内

19 桜区役所 桜区道場４－３－１ 敷地内

20 道場 桜区道場３－２－１６６ 敷地内

21 土合小学校 桜区西堀７－２１ 校舎屋上

22 新開第一自治会館 桜区新開１－６－３５ 敷地内

23 田島公民館 桜区田島３－２７－６ 施設屋上

24 桜田２丁目公園 桜区桜田２－３ 敷地内

25 町谷自治会館 桜区町谷３－２１－２１ 敷地内

26 田島氷川公園 桜区田島４－１２ 敷地内

27 中島小学校 桜区中島１－２８－１ 校舎屋上

28 白鍬 桜区大字白鍬３１１ 敷地内

29 大久保東小学校 桜区大字大久保領家３３１ 校舎屋上

30 土合中学校 桜区町谷１－１９－１ 校舎屋上

31 道路維持課分室 桜区田島８－１９０５－３ 敷地内

32 上大久保中学校 桜区上大久保８６１－１ 校舎屋上

33 田島小学校 桜区田島１０－１２－１ 校舎屋上

桜区防災行政無線屋外拡声子局一覧

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 大東小学校 浦和区大東３－１４－１ 校舎屋上

2 針ヶ谷小学校 浦和区領家７－２－１ 校舎屋上

3 笹岡稲荷神社 浦和区常盤３－２６－１２ 敷地内

4 市役所本庁舎 浦和区常盤６－４－４ 施設屋上

5 常盤公園 浦和区常盤１－８ 敷地内

6 浦和コルソ 浦和区高砂１－１２－１ 施設屋上

7 市営高砂団地 浦和区高砂４－１２－５ 施設屋上

8 岸分団 浦和区岸町４－２３－１０ 敷地内

9 調公園 浦和区岸町３－１７ 敷地内

10 ＮＴＴ東日本－埼玉 浦和区常盤５－８－１７ 敷地内

11 浦和北公園 浦和区常盤９－３０ 敷地内

12 浦和ふれあい館 浦和区常盤９－３０－２２ 敷地内

13 上木崎 浦和区上木崎４－４－２０ 敷地内

14 針ヶ谷自治会館 浦和区針ヶ谷３－４－１５ 敷地内

15 水道庁舎 浦和区針ヶ谷１－１８－２ 施設屋上

16 木崎小学校 浦和区領家４－１９－４ 校舎屋上

17 領家 浦和区領家３－１７ 敷地内

18 廓信寺 浦和区北浦和３－１５－２２ 敷地内

19 浦和南公民館 浦和区神明１－２８－１３ 施設屋上

20 浦和駒場体育館 浦和区駒場２－５－６ 敷地内

21 木崎二丁目公園 浦和区木崎２－２１ 敷地内

22 木崎４丁目公園 浦和区木崎４－２３ 敷地内

23 木崎中学校 浦和区瀬ヶ崎２－１７－１ 校舎屋上

24 駒場運動公園 浦和区駒場２－１ 敷地内

25 県立浦和高等学校 浦和区領家５－３－３ 敷地内

26 正観世音 浦和区本太２－２３－５ 敷地内

27 本太小学校 浦和区本太４－３ 敷地内

28 浦和高等学校 浦和区元町１－２８－１７ 校舎屋上

29 仲本小学校 浦和区本太２－１２－３１ 校舎屋上

30 東通りでんしゃ公園 浦和区東仲町３ １８ 敷地内

31 圓蔵寺 浦和区東岸町１－２９ 敷地内

32 大原中学校 浦和区大原３－１－１１ 校舎屋上

33 下水処理センター 浦和区大原５－１４－１ 敷地内

34 常盤中学校 浦和区針ヶ谷４－１－９ 校舎屋上

浦和区防災行政無線屋外拡声子局一覧

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１】防災行政無線固定系放送塔設置場所一覧表

No 局名 所在地 設置場所

1 不動入公園 南区大字太田窪２２４４－１４３ 敷地内

2 辻鉢木公園 南区辻３－３ 敷地内

3 水深公園 南区文蔵１－１ 敷地内

4 南浦和 南区南浦和４－４１１－１ 敷地内

5 別所公民館 南区別所５－２１－１３ 施設屋上

6 西浦和けやき公園 南区曲本２－４ 敷地内

7 東京ガス荒川ブロックバルブステーション 南区松本４－３８２－１ 敷地内

8 浦和大里小学校 南区別所７－１４－２８ 校舎屋上

9 南消防署 南区根岸３－１０－７ 施設屋上

10 松本２丁目公園 南区松本２－１４ 敷地内

11 西浦和小学校 南区曲本１－３－５ 校舎屋上

12 四谷会館 南区四谷３－７－３４ 敷地内

13 西浦和分団 南区曲本３－８－１０ 敷地内

14 内谷一二三自治会館 南区内谷２－４ 敷地内

15 内谷五丁目自治会集会所 南区内谷５－３ 敷地内

16 内谷中学校 南区内谷６－１０－１ 校舎屋上

17 沼影小学校 南区沼影２－８－３６ 校舎屋上

18 別所中央公園 南区別所２－１５－８ 敷地内

19 浦和別所小学校 南区別所２－５－３４ 校舎屋上

20 鹿手袋さくら公園 南区鹿手袋６－４ 敷地内

21 鹿手袋一丁目自治会集会所 南区鹿手袋１－７ 敷地内

22 根岸 南区根岸１－７－１ 施設屋上

23 辻児童公園 南区辻１－１９ 敷地内

24 辻公会堂 南区辻２－２０－１ 敷地内

25 辻南小学校 南区辻８－７－３２ 校舎屋上

26 南浦和中学校 南区辻６－１－３３ 校舎屋上

27 文蔵神明社 南区文蔵４－２５－９ 敷地内

28 白幡配水場 南区白幡６－１５－１６ 敷地内

29 文蔵小学校 南区文蔵５－１６－２９ 校舎屋上

30 大谷場上町自治会館 南区大谷場１－１６ 敷地内

31 大谷場分団 南区南浦和２－１７ 敷地内

32 白幡中学校 南区白幡２－１８－１３ 校舎屋上

33 大谷口細野公園 南区大字大谷口９９８ 敷地内

34 北原公園 南区南本町２－１３ 敷地内

南区防災行政無線屋外拡声子局一覧
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35 谷田小学校 南区太田窪５－１０ 校舎屋上

36 大谷口 南区大字大谷口２４９３－１ 敷地内

37 太田窪二丁目自治会館 南区太田窪２－１２－１２ 敷地内

38 太田窪氷川神社 南区大字太田窪２７６７－１ 敷地内

39 舟山公園 南区南浦和３－３８ 敷地内

40 サンパレス南浦和 南区南浦和３－７－１０ 施設屋上

41 善前小学校 南区大字太田窪２５００－１ 校舎屋上

42 南浦和小学校 南区白幡１－１－２０　　　 校舎屋上

43 大谷口中学校 南区広ケ谷戸２１ 校舎屋上

44 明花公園 南区大字大谷口５７３２ 敷地内

45 谷田支所 南区太田窪１２７７－１ 敷地内

令和４年４月１日時点
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1 井沼方公園 緑区東浦和２－１５－１ 敷地内

2 尾間木小学校 緑区東浦和８－１１－５ 校舎屋上

3 芝原小学校 緑区芝原２－５ 校舎屋上

4 さぎ山記念公園 緑区大字南部領辻 敷地内

5 三室公民館 緑区大字三室１９４６－５ 施設屋上

6 芝原区画整理記念会館 緑区芝原３－１５－８ 敷地内

7 宮本第一公園 緑区宮本１－４ 敷地内

8 芝原南公園 緑区芝原３－２８ 敷地内

9 山崎自治会集会所 緑区大字三室９０１－２ 敷地内

10 老人福祉センター和楽荘 緑区大字三室２４５８ 敷地内

11 うんどう遊園 緑区大字三室１１３７－６ 敷地内

12 原山小学校 緑区原山１－３０－１２ 校舎屋上

13 原山南公園 緑区原山１－２２ 敷地内

14 原山公園 緑区原山３－６ 敷地内

15 原山中学校 緑区太田窪１－１０－２２ 校舎屋上

16 原山公民館 緑区原山２－３３－１ 敷地内

17 芝原西公園 緑区芝原１－２４ 敷地内

18 三室中学校 緑区馬場１－３８－２ 校舎屋上

19 大聖不動尊 緑区大字中尾２４０－１ 敷地内

20 中尾小学校 緑区大字中尾２５９６ 校舎屋上

21 尾間木第１分団 緑区大字中尾１４１０－１ 敷地内

22 （株）東農園 緑区大字大牧１３６５－１ 敷地内

23 鍵田公園 緑区東浦和２－５３ 敷地内

24 中尾第２公園 緑区大字中尾３０７７ 敷地内

25 和田公園 緑区東浦和７－１５－１ 敷地内

26 大間木（２） 緑区大字大間木１８８７ 敷地内

27 大間木（１） 緑区大字大間木７２２ 敷地内

28 尾間木配水場 緑区東浦和３－７ 敷地内

29 野田小学校 緑区大字上野田１６ 敷地内

30 中野田 緑区大字中野田１１０７－１ 敷地内

31 見沼ヘルシーランド 緑区大字大崎３２２－１ 施設屋上

32 うらわフェニックス 緑区大字間宮７４１－１ 敷地内

33 美園公民館 緑区大字大門１９７３－１ 敷地内

緑区防災行政無線屋外拡声子局一覧
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34 下野田自治会館 緑区大字下野田４３０ 敷地内

35 美園中学校 緑区大字大崎２５５０－３ 校舎屋上

36 美園第３分団 緑区大字大門２８６５－４ 敷地内

37 大門小学校 緑区大字大門１１８９ 校舎屋上

38 外町東公園 緑区東大門３－１０ 敷地内

39 間宮 緑区大字間宮６１２－１ 敷地内

40 南部領辻 緑区大字南部領辻３２５６ 敷地内

41 大門 緑区大字大門５５８－２ 敷地内

42 上野田 緑区大字上野田６３３ 敷地内

43 道祖土第一公園 緑区道祖土３－１５ 敷地内

44 大牧小学校 緑区東浦和６－１２－３ 校舎屋上

45 浦和三島公園 緑区道祖土１－２５ 敷地内

46 美園小学校 緑区美園５－３３ 校舎屋上

47 美園３丁目第二公園 緑区美園３－２１ 敷地内

令和４年４月１日時点
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1 岩槻小学校 岩槻区本町５－６－４５ 校舎屋上

2 江川ターゲットバードゴルフ場 岩槻区大字岩槻６８６９－２ 敷地内

3 南辻八幡神社 岩槻区大字南辻８７－1 敷地内

4 大同新宮町公園 岩槻区宮町２－２２ 敷地内

5 グリーンタウン公園 岩槻区本丸４－２７ 敷地内

6 城北小学校 岩槻区大字岩槻６６１９ 校舎屋上

7 三町公民館 岩槻区宮町１－５－２９ 敷地内

8 大同新正寺公園 岩槻区本丸１－２１ 敷地内

9 岩槻本丸公民館 岩槻区本丸３－１７－１ 敷地内

10 市民会館いわつき 岩槻区太田３－１－１ 校舎屋上

11 三浦建設工業㈱ 岩槻区城町２－６－６６ 敷地内

12 美幸保育園 岩槻区美幸町３－１８ 敷地内

13 旧緑ヶ丘子供広場 岩槻区大字岩槻５１２３－１ 敷地内

14 西町児童公園 岩槻区西町５－３ 敷地内

15 県営岩槻愛宕団地 岩槻区愛宕町４－８ 敷地内

16 太田小学校 岩槻区仲町１－１７－３ 校舎屋上

17 林道公民館 岩槻区仲町２－１３－８ 敷地内

18 西原小学校 岩槻区大字西原６－２５ 校舎屋上

19 岩槻図書館 岩槻区本町４－２－２５ 施設屋上

20 秋葉公民館 岩槻区仲町１－１－１２ 敷地内

21 西原児童公園 岩槻区西原台２－３ 敷地内

22 コミュニティセンターいわつき 岩槻区本町１－１０－７ 施設屋上

23 岩槻本町保育園 岩槻区本町２－５－５ 敷地内

24 加倉連合自治会館 岩槻区加倉４－１９－３８ 敷地内

25 並木下公園 岩槻区並木１－４ 敷地内

26 旧岩槻消防署 岩槻区城南１－２－３ 施設屋上

27 城南（１） 岩槻区城南３－１３３０ 敷地内

28 柏陽中学校 岩槻区大字真福寺４５４ 校舎屋上

29 加倉浄水場跡地 岩槻区加倉５－１１－１ 敷地内

30 柏崎水道事業管理跡地 岩槻区大字柏崎１２１０－３ 敷地内

31 柏崎小学校 岩槻区大字柏崎７６２ 校舎屋上

32 市営浮谷住宅 岩槻区大字浮谷２０４２－１ 敷地内

33 浮谷自治会館 岩槻区大字浮谷１５２ 敷地内

34 北辰神社 岩槻区大字横根２３８３ 敷地内

岩槻区防災行政無線屋外拡声子局一覧
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35 埼玉県笹久保中継ポンプ所 岩槻区大字笹久保１７６２ 敷地内

36 岩槻南部公民館 岩槻区大字笹久保１３４８－１ 敷地内

37 岩槻ＩＣ 岩槻区大字加倉１４８－６ 敷地内

38 谷下公民館 岩槻区大字谷下２２８ 敷地内

39 横根上自治会館 岩槻区大字横根６５６ 敷地内

40 横根 岩槻区大字横根３６５ 敷地内

41 横根下公民館 岩槻区大字横根１７７２ 敷地内

42 富士浅間神社 岩槻区大字笹久保新田１０６１ 敷地内

43 笹久保新田 岩槻区大字笹久保新田９９１－２ 敷地内

44 村国公民館 岩槻区大字村国５７３ 敷地内

45 東急団地公園 岩槻区府内２－４ 敷地内

46 府内市民の窓口 岩槻区府内１－８－１ 敷地内

47 ＪＡ南彩岩槻和土支店 岩槻区城南４－１－３９ 敷地内

48 城南（２） 岩槻区城南５－７ 敷地内

49 南下新井配水場第３号取水場 岩槻区大字飯塚１２０４－３ 敷地内

50 飯塚自治会館 岩槻区大字飯塚１２９５－１ 敷地内

51 城南小学校 岩槻区大字南下新井１１９１－１ 校舎屋上

52 南下新井配水場 岩槻区大字南下新井９０７－８ 敷地内

53 和土住宅公園 岩槻区大字黒谷６３６－１ 敷地内

54 和土小学校 岩槻区大字黒谷１３５３ 校舎屋上

55 黒谷自治会館 岩槻区大字黒谷１８４４ 敷地内

56 笹久保八幡神社 岩槻区大字笹久保８１０ 敷地内

57 岩槻警察署城南交番 岩槻区大字南下新井４－３ 敷地内

58 末田自治会公民館 岩槻区大字末田１９６４ 敷地内

59 稲荷神社 岩槻区大字高曽根９４０－１ 敷地内

60 人巻集会所 岩槻区大字末田１２５７ 敷地内

61 薬師堂 岩槻区大字黒谷２０７６ 敷地内

62 野孫公民館 岩槻区大字野孫６２３ 敷地内

63 末田 岩槻区大字末田２２３ 敷地内

64 笹久保公民館 岩槻区大字笹久保６８２ 敷地内

65 城南中学校 岩槻区大字笹久保５７７ 校舎屋上

66 新和小学校 岩槻区大字尾ヶ崎１２５２ 校舎屋上

67 野孫 岩槻区大字野孫２８９ 敷地内

68 尾ヶ崎 岩槻区大字尾ヶ崎９２０ 敷地内
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69 釣上公民館 岩槻区大字釣上１４２３ 敷地内

70 美園東２丁目第二公園 岩槻区美園東２－２９ 敷地内

71 釣上自治会集会所 岩槻区大字釣上２１９ 敷地内

72 笹久保新田公民館 岩槻区大字笹久保新田３６５ 敷地内

73 尾ヶ崎新田 岩槻区美園東３－１５－１０ 敷地内

74 保寿院 岩槻区大字釣上新田１２８６ 敷地内

75 釣上新田（１） 岩槻区大字釣上新田６５６ 敷地内

76 釣上新田（２） 岩槻区大字釣上新田３３９ 敷地内

77 釣上新田南自治会集会所 岩槻区大字釣上新田４４ 敷地内

78 長宮運動広場 岩槻区大字長宮４７ 敷地内

79 長宮自治会館 岩槻区大字長宮９１９ 敷地内

80 川通中学校 岩槻区大字長宮４３５ 校舎屋上

81 増長 岩槻区大字増長１２４ 敷地内

82 ＪＡ南彩川通支店 岩槻区大字大口２５５ 敷地内

83 川通小学校 岩槻区大字大野島４２２－１ 校舎屋上

84 大谷自治会公民館 岩槻区大字大谷４２１ 敷地内

85 大戸自治会館 岩槻区大字大戸１６７３ 敷地内

86 大森公民館 岩槻区大字大森１５１ 敷地内

87 表慈恩寺 岩槻区大字表慈恩寺諏訪山２６５－８敷地内

88 ひばり児童公園 岩槻区諏訪２－４ 敷地内

89 岩槻諏訪公園 岩槻区諏訪４－４ 敷地内

90 上里小学校 岩槻区上里２－２ 校舎屋上

91 かなりや児童公園 岩槻区東岩槻３－９ 敷地内

92 東岩槻中央自治会集会所 岩槻区東岩槻４－８－１０ 敷地内

93 こばと児童公園 岩槻区東岩槻６－７ 敷地内

94 埼玉県学校給食パン協同組合岩槻工場 岩槻区大字南平野２２０ 敷地内

95 鹿室 岩槻区大字鹿室６４０－４ 敷地内

96 裏慈恩寺貝塚自治会館 岩槻区大字裏慈恩寺８８０－２４ 敷地内

97 堀割公園 岩槻区大字小溝９２１－３１２ 敷地内

98 北海製罐（株） 岩槻区大字鹿室７５７－３ 敷地内

99 和泉三社 岩槻区大字鹿室１００１－１ 敷地内

100 慈恩寺中学校 岩槻区大字裏慈恩寺５０５ 校舎屋上

101 裏慈恩寺公民館 岩槻区大字裏慈恩寺１４０３－１ 敷地内

102 小溝 岩槻区大字小溝６１９－１ 敷地内
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岩槻区防災行政無線屋外拡声子局一覧

103 相野原 岩槻区大字相野原１０５ 敷地内

104 慈恩寺小学校 岩槻区大字慈恩寺２５９ 校舎屋上

105 岩槻北部公民館 岩槻区大字慈恩寺９０４－１ 敷地内

106 ドリームパーク 岩槻区大字小溝２６－１８４ 敷地内

107 裏慈恩寺南部自治会集会所 岩槻区大字裏慈恩寺１９５－３ 敷地内

108 徳力小学校 岩槻区大字徳力１３６－４ 校舎屋上

109 白水児童公園 岩槻区古ヶ場２－５ 敷地内

110 グリーンクレスト岩槻自治会館 岩槻区大字表慈恩寺１４２０－１１ 敷地内

111 桜山中学校 岩槻区大字表慈恩寺６８４－１ 校舎屋上

112 東都住宅児童公園 岩槻区大字徳力５７９－２３ 敷地内

113 北部工業団地記念公園 岩槻区古ケ場１－２ 敷地内

114 鷲宮児童公園 岩槻区上野６－６ 敷地内

115 岩槻消防署上野出張所 岩槻区上野４－６－２１ 敷地内

116 上野南児童公園 岩槻区上野１－１０ 敷地内

117 江川自治会館 岩槻区大字掛５５４－４ 敷地内

118 掛公民館 岩槻区大字掛３１６－１ 敷地内

119 馬込 岩槻区大字馬込３９２－３ 敷地内

120 関白社 岩槻区大字平林寺９２５ 敷地内

121 金重配水場 岩槻区大字金重５２－１８ 敷地内

122 城北中学校 岩槻区大字本宿３９２－１ 校舎屋上

123 満蔵寺 岩槻区大字馬込１２０９－１ 敷地内

124 第六天神社 岩槻区大字馬込２００－３ 敷地内

125 河合小学校 岩槻区大字平林寺３５１ 校舎屋上

126 平林寺公民館 岩槻区大字平林寺６０４－３ 敷地内

127 県営岩槻西原団地 岩槻区大字岩槻５４００ 敷地内

128 箕輪公民館 岩槻区大字箕輪１３７－１ 敷地内

129 南平野第５公園 岩槻区南平野２－４－１６ 敷地内

令和４年４月１日時点
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧

【資料５－２】小・中・高等学校等一覧表（学事課）

小学校一覧

1 高砂小学校 浦和区岸町４－１－２９ 829-2737

2 常盤小学校 浦和区常盤９－３０－９ 831-2349

3 木崎小学校 浦和区領家４－１９－４ 831-2281

4 谷田小学校 南区太田窪５－１０－６ 882-2980

5 仲本小学校 浦和区本太２－１２－３１ 882-3008

6 本太小学校 浦和区本太２－２６－２５ 882-3007

7 三室小学校 緑区大字三室１９９４ 874-1207

8 尾間木小学校 緑区東浦和８－１１－５ 873-6000

9 南浦和小学校 南区白幡１－１－２０ 861-3781

10 浦和別所小学校 南区別所２－５－３４ 862-2775

11 北浦和小学校 浦和区北浦和２－１８－３ 831-2463

12 仲町小学校 浦和区常盤８－１８－４ 831-4781

13 上木崎小学校 浦和区上木崎３－４－３ 831-3879

14 岸町小学校 浦和区岸町５－２０－４ 861-4320

15 大谷場小学校 南区南浦和１－１８－３ 882-2555

16 土合小学校 桜区西堀７－２１－１ 862-5156

17 大久保小学校 桜区大字五関２１ 854-7636

18 原山小学校 緑区原山１－３０－１２ 882-7907

19 針ヶ谷小学校 浦和区領家７－２－１ 831-9040

20 大谷場東小学校 南区大谷場２－１３－５４ 882-4618

21 大門小学校 緑区大字大門１１８９ 878-0024

22 野田小学校 緑区大字上野田１６ 878-0003

23 西浦和小学校 南区曲本１－３－５ 862-3510

24 辻小学校 南区辻６－３－２８ 862-1072

25 大東小学校 浦和区大東３－１４－１ 886-7296

26 文蔵小学校 南区文蔵５－１６－２９ 863-0721

27 沼影小学校 南区沼影２－８－３６ 863-0777

28 大谷口小学校 南区大字広ヶ谷戸２４ 887-2731

29 栄和小学校 桜区栄和１－７－１ 853-4022

30 道祖土小学校 緑区道祖土１－１－１ 885-2512

31 田島小学校 桜区田島１０－１２－１ 863-8122

32 大久保東小学校 桜区大字大久保領家３３１ 852-3065

33 浦和大里小学校 南区別所７－１４－２８ 864-6731

34 新開小学校 桜区新開２－１８－１ 864-6741

35 神田小学校 桜区大字神田５４１－１ 853-4377

36 中尾小学校 緑区大字中尾２５９６－１ 873-0216

37 善前小学校 南区大字太田窪２５００－１ 882-7871

38 大牧小学校 緑区東浦和６－１２－３ 874-3456

（令和４年４月１日現在）

ＮＯ 学　校　名 電 話 番 号所　在　地
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－２】小・中・高等学校等一覧表

ＮＯ 学　校　名 電 話 番 号所　在　地

39 中島小学校 桜区中島１－２８－１ 854-9900

40 芝原小学校 緑区芝原２－５ 873-4133

41 常盤北小学校 浦和区針ヶ谷４－２－１２ 825-6336

42 向小学校 南区大字大谷口５４３７ 874-1150

43 大宮小学校 大宮区大門町３－３ 641-7051

44 大宮東小学校 大宮区堀の内町３－１４５ 644-0311

45 大宮南小学校 大宮区吉敷町３－８７ 641-0339

46 大宮北小学校 大宮区宮町３－８４ 644-0123

47 桜木小学校 大宮区桜木町４－３２８－９ 641-0276

48 三橋小学校 大宮区三橋２－２０ 641-0792

49 大成小学校 大宮区大成町２－２８２ 663-1007

50 東大成小学校 北区東大成町２－１２ 663-3210

51 日進小学校 北区日進町２－９１１ 663-6942

52 日進北小学校 北区日進町３－１７８ 663-1842

53 宮原小学校 北区宮原町４－１０２－６ 664-5153

54 植竹小学校 北区植竹町２－１ 663-7627

55 大砂土小学校 北区本郷町１ 663-7005

56 大砂土東小学校 見沼区大和田町２－９９８ 684-8003

57 見沼小学校 見沼区東大宮２－４５ 663-7342

58 指扇小学校 西区西大宮１－４９－６ 623-0133

59 馬宮東小学校 西区大字西遊馬１８９－１ 624-4452

60 馬宮西小学校 西区大字飯田新田１８９－２ 624-4041

61 植水小学校 西区大字中野林２２５－１ 624-4235

62 片柳小学校 見沼区大字東新井２４４－１ 683-3174

63 七里小学校 見沼区大字東宮下３１２ 683-3513

64 春岡小学校 見沼区春岡２－２９－１ 683-3281

65 大宮西小学校 西区三橋５－１３５９ 624-0035

66 栄小学校 西区大字飯田８１１ 623-0775

67 大宮別所小学校 北区別所町４２－１ 667-3633

68 芝川小学校 大宮区天沼町２－１０７７ 644-7544

69 蓮沼小学校 見沼区大字蓮沼１０７０ 684-3678

70 上小小学校 大宮区上小町１３３７－１ 644-6251

71 宮前小学校 西区宮前町３４１ 623-8121

72 大谷小学校 見沼区大字大谷１８ 685-8511

73 島小学校 見沼区島町５３３－２ 685-0607

74 指扇北小学校 西区大字中釘１５０６－１ 622-4131

75 東宮下小学校 見沼区大字東宮下２１５－１ 685-3652

76 泰平小学校 北区今羽町６２８ 651-5637

77 海老沼小学校 見沼区大字東新井７１０－５ 686-2125

78 春野小学校 見沼区春野１－１０－１ 685-3055

79 与野本町小学校 中央区本町東３－５－２３ 852-4444
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－２】小・中・高等学校等一覧表

ＮＯ 学　校　名 電 話 番 号所　在　地

80 上落合小学校 中央区上落合４－１４－２４ 852-5381

81 大戸小学校 中央区新中里１－６－２８ 831-3796

82 下落合小学校 中央区上落合１－７－３３ 852-2280

83 与野西北小学校 中央区円阿弥４－３－７ 853-0109

84 鈴谷小学校 中央区鈴谷５－１－１ 852-5675

85 与野八幡小学校 中央区本町東５－２３－１４ 854-5561

86 与野南小学校 中央区大戸６－２－２５ 831-0157

87 岩槻小学校 岩槻区本町５－６－４５ 756-3341

88 太田小学校 岩槻区仲町１－１７－３ 756-0515

89 川通小学校 岩槻区大字大野島４２２－１ 799-1060

90 柏崎小学校 岩槻区大字柏崎７６２ 798-3831

91 和土小学校 岩槻区大字黒谷１３５３ 798-0208

92 新和小学校 岩槻区大字尾ケ崎１２５２ 798-0003

93 慈恩寺小学校 岩槻区大字慈恩寺２５９ 794-1140

94 河合小学校 岩槻区大字平林寺３５１ 756-2243

95 東岩槻小学校 岩槻区諏訪２－６－１ 794-1584

96 城北小学校 岩槻区大字岩槻６６１９ 757-5391

97 徳力小学校 岩槻区大字徳力１３６－４ 794-2318

98 上里小学校 岩槻区上里２－２ 794-2316

99 西原小学校 岩槻区西原６－２５ 757-2271

100 城南小学校 岩槻区大字南下新井１１９１－１ 798-4811

101 辻南小学校 南区辻８－７－３２ 839-3001

102 つばさ小学校 北区宮原町３－９０２－４ 661-0283

103 美園小学校 緑区美園５－３３ 812-6611

104 美園北小学校 緑区美園２－１２－１１ 812-2277
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－２】小・中・高等学校等一覧表

中学校一覧

1 岸中学校 南区南本町２－２５－２７ 822-4022

2 常盤中学校 浦和区針ヶ谷４－１－９ 831-3189

3 木崎中学校 浦和区瀬ヶ崎２－１７－１ 886-4302

4 原山中学校 緑区太田窪１－１０－２２ 882-3192

5 本太中学校 浦和区領家１－４－１５ 886-4305

6 東浦和中学校 緑区大字中尾１２０７－１ 873-4141

7 南浦和中学校 南区辻６－１－３３ 863-0753

8 白幡中学校 南区白幡２－１８－１３ 861-3203

9 大原中学校 浦和区大原３－１－１１ 831-5397

10 土合中学校 桜区町谷１－１９－１ 853-7200

11 大久保中学校 桜区大字五関２８２ 852-3554

12 大谷場中学校 南区大谷場２－１３－５４ 882-9962

13 美園中学校 緑区大字大崎２５５０－３ 878-0019

14 大谷口中学校 南区大字広ヶ谷戸２１ 887-1000

15 田島中学校 桜区田島１０－１３－１ 864-3451

16 三室中学校 緑区馬場１－３８－２ 874-2331

17 上大久保中学校 桜区大字上大久保８６１－１ 855-3901

18 内谷中学校 南区内谷６－１０－１ 861-7571

19 尾間木中学校 緑区東浦和４－２９－１ 874-9733

20 大宮東中学校 大宮区堀の内町１－９９ 641-0808

21 大宮南中学校 大宮区天沼町２－３６２ 641-1142

22 大宮北中学校 大宮区寿能町１－２１ 641-1214

23 桜木中学校 大宮区桜木町４－２１９ 641-0459

24 三橋中学校 大宮区三橋１－１３００ 641-0793

25 大成中学校 大宮区大成町２－３７９ 663-1008

26 日進中学校 北区櫛引町２－５０３－１ 663-1251

27 宮原中学校 北区宮原町４－１２９ 663-0961

28 植竹中学校 北区土呂町３５２ 663-2115

29 大砂土中学校 見沼区東大宮１－１００－１ 684-8004

30 指扇中学校 西区西大宮３－３１－１ 624-6234

31 馬宮中学校 西区大字二ツ宮５８９－１ 624-0623

32 片柳中学校 見沼区大字御蔵５５１ 683-3173

33 春里中学校 見沼区大字小深作２６８－１９ 683-3458

34 大宮西中学校 西区三橋６－１５５８ 624-4339

35 七里中学校 見沼区東宮下１－１－１ 685-0603

36 泰平中学校 北区本郷町１９９１ 651-4134

37 宮前中学校 西区宮前町１４６７－１ 623-7381

38 植水中学校 西区大字三条町３４５－１ 623-2581

39 大谷中学校 見沼区大字大谷１６３４－２ 685-6982

（令和４年４月１日現在）

ＮＯ 学　校　名 所　在　地 電 話 番 号
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－２】小・中・高等学校等一覧表

ＮＯ 学　校　名 所　在　地 電 話 番 号

40 第二東中学校 大宮区天沼町１－７６０ 643-2133

41 土屋中学校 西区大字土屋１７６６－１ 622-4611

42 大宮八幡中学校 見沼区大字南中丸３５７ 687-8800

43 土呂中学校 北区見沼３－７５ 654-5100

44 春野中学校 見沼区春野２－２－１ 682-3951

45 与野東中学校 中央区下落合３－２１－１０ 831-4527

46 与野西中学校 中央区鈴谷８－１０－３３ 852-6235

47 与野南中学校 中央区大戸２－６－２５ 852-1579

48 八王子中学校 中央区八王子４－２－１ 854-8381

49 岩槻中学校 岩槻区仲町１－１４－３５ 756-0254

50 川通中学校 岩槻区大字長宮４３５ 799-1061

51 城南中学校 岩槻区大字笹久保５７７ 798-0007

52 慈恩寺中学校 岩槻区大字裏慈恩寺５０５ 794-1141

53 城北中学校 岩槻区大字本宿３９２－１ 757-1582

54 桜山中学校 岩槻区大字表慈恩寺６８４－１ 794-4061

55 柏陽中学校 岩槻区大字真福寺４５４ 798-6655

56 西原中学校 岩槻区大字岩槻３７５０ 756-1117

57 浦和中学校 浦和区元町１－２８－１７ 886-8008

58 美園南中学校 緑区美園６－１５ 878-3511

高等学校一覧

1 浦和高等学校 浦和区元町１－２８－１７ 886-2151

2 浦和南高等学校 南区辻６－５－３１ 862-2568

3 大宮北高等学校 北区奈良町９１－１ 663-2912

中等教育学校

1 大宮国際中等教育学校 大宮区三橋４－９６ 622-8200

特別支援学校一覧

1 ひまわり特別支援学校 西区三橋６－１５８７ 622-5631

2 さくら草特別支援学校 緑区大字三室６３６－８０ 712-0395

（令和４年４月１日現在）

（令和４年４月１日現在）

学　校　名ＮＯ 所　在　地 電 話 番 号

ＮＯ 学　校　名 所　在　地 電 話 番 号

（令和４年４月１日現在）

ＮＯ 学　校　名 所　在　地 電 話 番 号
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧

【資料５－３】社会教育施設一覧（生涯学習総合センター）

区 No, 所在地 電話 延床面積（㎡） 敷地面積（㎡）
（併設施設）(※１)

建築年月日 地区面積（k㎡）

928.98
（桜木公民館ほか）

2 指 扇 公 民 館 西区西大宮２－１３－１ 622-4424 750.61 1,344.59 S55.7.4 10.39

1,589.84
（馬宮支所）

2,847.00
（植水支所）

5 内 野 公 民 館 西区三橋６－１４５７－１ 623-5735 1,089.18 3,735.95 H26.2.28 3.51

6 大 砂 土 公 民 館 北区本郷町２８４ 666-3593 642.64 1,343.46 S60.2.28 3.91

7 日 進 公 民 館 北区日進町２－１１９５－２ 663-6611 648.62 1,581.00 S61.2.28 3.36

8 宮 原 公 民 館 北区宮原町４－６６－４ 667-0621 639.31 1,477.16 S55.3.25 7.73

9 植 竹 公 民 館 北区盆栽町４３０ 666-1127 613.10 1,135.72 S52.3.25 1.87

10 桜 木 公 民 館
大宮区桜木町１－１０－１８
シーノ大宮センタープラザ

643-5652 1,087.49 928.98
(生涯学習総合センターほか）

H16.2.20 1.62

11 大 宮 南 公 民 館 大宮区吉敷町４－２２３－２ 641-4980 656.32 1,408.00 S55.3.25 2.19

12 大 宮 中 部 公 民 館 大宮区仲町３－３０－２ 641-8955 610.63 471.59 S53.3.25 1.43

13 大 宮 北 公 民 館 大宮区宮町３－１１３－３ 641-3747 643.76 1,382.43 S58.3.25 0.71

889.25
（三橋小学校敷地内）

15 大 成 公 民 館 大宮区大成町２－３３５－１ 663-4927 660.42 1,510.00 S62.3.10 1.47

16 大 宮 東 公 民 館 大宮区堀の内町３－１４０ 643-4391 612.07 557.74 H2.3.20 2.27

17 大 砂 土 東 公 民 館 見沼区大和田町２－１４４５ 684-9226 574.44 1,099.47 S54.7.10 6.34

1,755.43
（片柳支所）

19 七 里 公 民 館 見沼区大字東宮下２６５－１ 686-4721 653.58 3,766.35 S59.3.28 7.25

1,913.00
（春岡支所）

21 鈴 谷 公 民 館 中央区鈴谷７－５－１１ 859-7322 2,088.14 3,433.48 H19.2.2 1.70

22 大 戸 公 民 館 中央区大戸３－１４－２１ 832-5495 544.59 375.70 S46.3.2 1.37

23 与 野 本 町 公 民 館 中央区本町西１－１４－１２ 853-6007 662.31 874.50 S47.2.28 2.96

24 上 落 合 公 民 館 中央区上落合６－９－３ 852-3132 1,474.47 2,002.17 S50.1.16 1.08

25 下 落 合 公 民 館 中央区下落合５－４－１７ 854-3411 812.81 733.44 S54.6.30 1.08

26 田 島 公 民 館 桜区田島３－２７－６ 863-0400 1,796.76 1,421.99 H7.3.24 3.13

3,063.43
（土合支所）

2,863.85
(大久保支所）

29 栄 和 公 民 館 桜区道場２－１１－２７ 857-1127 688.36 745.72 H1.3.28 3.06

1,969.07
（大久保東児童センターほか）

生涯学習総合センター・公民館施設概要

館名

西　区

北　区

大宮区

令和４年４月１日現在

生涯学習総合センター1
大宮区桜木町１－１０－１８
シーノ大宮センタープラザ

643-5651 2330.15 H16.2.20

S57.3.20 10.05679.60623-1904西区大字西遊馬２３６－２馬 宮 公 民 館3

4

18

27

30

桜　区

見沼区

植 水 公 民 館 西区大字中野林１７３－２

片 柳 公 民 館 見沼区大字東新井１１７－２

土 合 公 民 館 桜区西堀４－２－３５

大 久 保 東 公 民 館 桜区大字大久保領家１３１－６

中央区

623-0989 797.50 S63.8.31 5.18

14 三 橋 公 民 館 大宮区三橋２－２０ 642-6893 940.13 H12.3.16 3.20

684-3492 637.85 S56.3.23 10.71

20 春 岡 公 民 館 見沼区深作１－５－１ 685-6911 644.13 H2.3.31 6.40

862-5135 1,108.71 S61.3.5 3.46

28 大 久 保 公 民 館 桜区大字五関８３９－２ 854-8441 801.27 S44.8.1 4.21

851-6586 2,146.01 H16.3.10 3.54
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－３】社会教育施設一覧

区 No, 所在地 電話 延床面積（㎡） 敷地面積（㎡）
（併設施設）(※１)

建築年月日 地区面積（k㎡）

生涯学習総合センター・公民館施設概要

館名

令和４年４月１日現在

31 岸 町 公 民 館 浦和区岸町５－１－３ 824-0168 3,821.72 3,511.93 S54.9.25 0.57

32 領 家 公 民 館 浦和区領家４－２１－２１ 831-2265 1,039.47 1,058.12 H25.2.28 0.75

33 浦 和 南 公 民 館 浦和区神明１－２８－１３ 822-1088 551.88 333.20 S43.3.30 0.36

34 上 木 崎 公 民 館 浦和区上木崎３－２－１４ 831-5342 645.85 887.73 S54.3.31 1.65

35 大 東 公 民 館 浦和区大東２－１３－１６ 886-0656 674.40 988.36 S55.3.31 1.48

36 仲 本 公 民 館 浦和区本太２－１２－４０ 882-4695 544.55 602.21 S50.8.13 0.98

37 針 ヶ 谷 公 民 館 浦和区針ヶ谷３－４－１４ 833-4165 613.84 751.32 S53.3.22 0.55

1,433.67
(本太保育園）

39 仲 町 公 民 館 浦和区常盤４－１－１２ 822-8425 789.79 1,319.85 S57.2.12 1.08

40 常 盤 公 民 館 浦和区常盤９－３０－１ 832-1841 1,000.75 973.00 S53.3.20 1.15

41 北 浦 和 公 民 館 浦和区北浦和２－１９－２５ 832-3139 679.83 790.57 S59.3.14 0.40

42 南 箇 公 民 館 浦和区領家３－１５－１０ 882-1721 901.08 941.95 H6.3.30 1.16

1,892.00
（文蔵児童センターほか）

2,842.38
（南浦和コミュニティセンター）

2,515.91
（大谷口保育園）

1,496.86
（南消防署）

47 西 浦 和 公 民 館 南区曲本２－７－１１ 862-9522 700.86 1,371.50 S54.3.24 2.02

48 別 所 公 民 館 南区別所５－２１－１３ 864-6781 635.65 833.11 S53.2.22 1.65

49 東 浦 和 公 民 館 南区大字大谷口５３３９ 874-0550 825.65 1,000.29 H4.3.23 1.92

50 善 前 公 民 館 南区大字太田窪２５０４－５ 887-0580 1,449.74 997.49 H22.8.9 1.22

51 大 古 里 公 民 館 緑区大字三室２６１４－２ 810-4155 1,276.10 2,083.01 H11.3.11 2.22

986.78
（三室支所）

53 尾 間 木 公 民 館 緑区大字大間木４７２ 873-4993 1,340.99
5,982.70

（緑消防署ほか）
H28.2.24 5.00

54 原 山 公 民 館 緑区原山２－３３－１ 882-8321 633.46 799.99 S55.3.19 1.36

56 岩 槻 本 丸 公 民 館 岩槻区本丸３－１７－１ 758-3100 2,284.36 5,261.00 H1.3.31 9.14

1,420.12
（岩槻図書館）

58 岩 槻 南 部 公 民 館 岩槻区大字笹久保１３４８－１ 798-7620 1,600.08 6,085.00 S62.3.31 21.01

59 岩 槻 北 部 公 民 館 岩槻区大字慈恩寺９０４－１ 795-1881 1,903.86 3,703.00 H3.6.27 8.98

1,983.48
（岩槻城址公園内）

※１　敷地面積は、公民館及び併設施設の敷地・駐車場面積を記載しています。（三橋公民館・岩槻城址公民館を除く）

南　区

浦和区

43

45

緑　区

岩槻区

文 蔵 公 民 館

38 本 太 公 民 館 浦和区本太４－３－２３ 887-4933 713.78 S56.3.31 1.07

南区文蔵４－１９－３ 845-5151 1,905.91 H11.3.29 0.85

44 南 浦 和 公 民 館 南区大谷場２－６－２５ 882-6035 958.06 H3.3.15 1.68

谷 田 公 民 館 南区大字大谷口１０８９－１ 882-9272 908.98 S52.3.18 1.91

46 六 辻 公 民 館 南区根岸３－１０－７ 861-1930 638.77 S44.8.5 2.86

三 室 公 民 館 緑区大字三室１９４６－５ 873-2594 607.48 S47.3.21 4.77

55 美 園 公 民 館 緑区大字大門１９７３－１ 878-0515 893.93 S49.3.30 11.841,444.00

52

S38.3.26 7.22

875.83 S53.3.27 2.82

1,154.43

57 岩 槻 本 町 公 民 館 岩槻区本町４－２－２５ 757-6043

60 岩 槻 城 址 公 民 館 岩槻区太田３－４－１ 756-7855
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧

【資料５－４】福祉施設一覧表（高齢福祉課、介護保険課、障害政策課、障害支援課、子ども家庭総合センター総務課、青少年育成課）

令和４年４月１日現在

１ 老人福祉施設等

(1) 養護老人ホーム
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 富士見園 （福）三恵会 西区大字清河寺７９６番地 048-624-6253 90

2 尚和園 （福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-882-3013 150

3 年輪荘 （福）埼玉県共済会　※ 緑区大字中尾１４０４番地 048-873-1763 50

※設置はさいたま市

(2) 特別養護老人ホーム
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 特別養護老人ホーム扇の森 （福）永寿荘 西区大字高木６０２番地１ 048-625-5000 100

2 特別養護老人ホームひかわ （福）三恵会 西区大字高木８９２番地 048-620-7533 110

3 特別養護老人ホーム遊美園 （福）友好会 西区大字佐知川１５２２番地１ 048-622-6455 73

4
特別養護老人ホームフォレスト
指扇

（福）フルホープ 西区大字指扇１２７７番地１１ 048-621-1600 110

5 特別養護老人ホーム緑水苑指扇 （福）五葉会 西区大字指扇１５７０番地２ 048-620-7510 120

6 特別養護老人ホーム三恵苑 （福）三恵会 西区大字中釘２２１９番地４ 048-622-6727 60

7
特別養護老人ホーム扇の森ＷＥ
ＳＴ

（福）永寿荘 西区大字中釘２３４５番地１ 048-729-6070 29

8
特別養護老人ホーム中野林ゆめ
の園

（福）ハッピーネット 西区大字中野林６５０番地１ 048-620-5700 100

9 介護老人福祉施設春陽苑 （福）むつみ会 西区大字飯田新田９１番地１ 048-625-0707 114

10
特別養護老人ホーム敬寿園宝来
ホーム

（福）欣彰会 西区大字宝来８６番地１ 048-620-0600 60

11
特別養護老人ホーム敬寿園宝来
ホームユニット型

（福）欣彰会 西区大字宝来８６番地１ 048-620-0600 60

12 介護老人福祉施設白樺ホーム （福）大吉会 北区吉野町２丁目１３３１番地 048-661-8850 100

13 特別養護老人ホーム今羽の森 （福）永寿荘 北区今羽町６５０番地１ 048-778-7330 100

14 ウエルガーデン大宮 （福）ウエルガーデン 北区今羽町６６０番地１ 048-667-0038 100

15 特別養護老人ホームなごみの里 （福）悦生会 北区別所町８９２番地 048-665-0753 180

16
特別養護老人ホーム大宮諏訪の
苑

（福）大桜会 大宮区三橋４丁目８７５番地２ 048-622-7300 150

17 特別養護老人ホームはるぱてお （福）悠揚会 大宮区上小町１１８７番地 048-648-1010 80

18 白菊苑 （福）育成会 大宮区天沼町１丁目１５４番地１ 048-648-5571 50
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

19
介護老人福祉施設さいたまやす
らぎの里

（福）安心会 見沼区卸町２丁目２１番地１ 048-793-1000 100

20
介護老人福祉施設さいたまやす
らぎの里新館

（福）安心会 見沼区卸町２丁目２４番地 048-680-3288 80

21
介護老人福祉施設さいたまかが
やきの里

（福）健寿会 見沼区染谷３丁目１９０番地１ 048-682-1151 100

22 特別養護老人ホームあおぞら （福）浦和の里 見沼区大字御蔵１０６４番地１ 048-684-6511 68

23
特別養護老人ホーム敬寿園七里
ホーム

（福）欣彰会 見沼区大字大谷２０２２番地１ 048-681-7310 120

24 見沼さくらの杜 （福）桐和会 見沼区大字東宮下８８３番地１ 048-872-6581 120

25 特別養護老人ホーム諏訪の苑 （福）大桜会 見沼区大字南中野２９番地 048-688-8700 170

26 高齢者総合福祉施設敬寿園 （福）欣彰会 見沼区大字片柳１２９８番地 048-686-2611 82

27 特別養護老人ホーム見沼緑水苑 （福）五葉会 見沼区大和田町２丁目３３６番地 048-680-3711 53

28 特別養護老人ホーム島町花の郷 （福）山寿会 見沼区島町３０５番地 048-682-1165 144

29 特別養護老人ホーム恵の里 （福）福祉の森 見沼区東宮下１丁目１３番地１ 048-680-1011 100

30 指定介護老人福祉施設きりしき （福）明日栄会 中央区新中里２丁目８番６号 048-858-6655 54

31
指定介護老人福祉施設ユニット
型きりしき

（福）明日栄会 中央区新中里２丁目８番６号 048-858-6655 30

32 特別養護老人ホーム緑水苑与野 （福）五葉会 中央区大戸１丁目３３番１２号 048-853-1600 100

33
特別養護老人ホームナーシング
ヴィラ与野

（福）シナプス 中央区本町東６丁目１０番１号 048-857-8522 50

34 介護老人福祉施設ブエナビスタ （福）さわらび会 桜区西堀４丁目８番２４号 048-872-0311 96

35
特別養護老人ホームさいたまロ
イヤルの園

（福）栄光会 桜区大字五関３９６番地２ 048-859-7166 110

36 特別養護老人ホーム彩寿苑 （福）浦和の里 桜区大字宿４００番地 048-857-6517 50

37 特別養護老人ホーム夢眠さくら （福）錦江舎 桜区町谷２丁目７番１８号 048-826-6336 160

38
介護老人福祉施設浦和ふれあい
の里

（福）安心会 浦和区領家６丁目１０番７号 048-834-7680 120

39
特別養護老人ホームけやきホー
ムズ

（福）弘優尽会 南区鹿手袋７丁目１３番４号 048-710-6888 50

40
特別養護老人ホームこもれびの
丘

（福）潤青会 南区大字広ヶ谷戸１３０番地１ 048-811-1720 120

41
特別養護老人ホーム埼玉さくら
んぼⅠ番館

（福）敬寿会 南区大字太田窪３５０４番地３ 048-799-3066 80

42
特別養護老人ホーム埼玉さくら
んぼⅡ番館

（福）敬寿会 南区大字太田窪３５１６番地１７ 048-799-2960 29
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43
特別養護老人ホームみょうばな
の杜

（福）新座福祉会 南区大字大谷口２４７４番地３ 048-615-2525 168

44 特別養護老人ホーム尚和園 （福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-882-3013 93

45
特別養護老人ホーム尚和園ユ
ニット型

（福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-882-3013 44

46
特別養護老人ホームリバティハ
ウス

（福）リバティ 緑区松木３丁目２９番地５ 048-875-3111 54

47
特別養護老人ホームリバティハ
ウス新館

（福）リバティ 緑区松木３丁目２９番地５ 048-875-3111 40

48
特別養護老人ホームあすなろの
郷浦和

（福）あすなろ会 緑区大字三室３０２９番地３ 048-810-5050 100

49 白寿園 （福）遍照会 緑区大字寺山１５７番地 048-878-1800 90

50
特別養護老人ホームスマイルハ
ウス

（福）浦和福祉会 緑区大字大崎２１６０番地 048-878-2922 60

51 浦和しぶや苑 （福）騏忠会 緑区大字中尾９２５番地 048-876-1811 54

52 特別養護老人ホーム千年の里 （福）清澄会 岩槻区宮町１丁目１０番１２号 048-758-0200 100

53 特別養護老人ホーム白鶴ホーム （福）清澄会 岩槻区宮町１丁目５番１２号 048-758-0034 50

54 ケアセンター岩槻名栗園 （福）名栗園 岩槻区諏訪３丁目２番地２ 048-793-0300 100

55 岩槻まきば園 （福）隼人会 岩槻区大字横根１３７５番地 048-797-2202 80

56
特別養護老人ホームフレシール
岩槻

（福）北友会 岩槻区大字加倉１９０番地 048-790-2601 88

57 松鶴園 （福）春秋会 岩槻区大字古ヶ場１１番地 048-795-2201 92

58 特別養護老人ホーム彩幸の杜 （福）大幸会 岩槻区大字増長３７８番地１ 048-792-1111 110

59
介護老人福祉施設さいたまほほ
えみの里

（福）安心会 岩槻区大字長宮１５１２番地１ 048-792-1120 120

60 特別養護老人ホームしらさぎ （福）城南会 岩槻区大字南下新井１５３８番地７ 048-791-2528 80

61
特別養護老人ホームまごめ遊美
園

（福）友好会 岩槻区大字馬込１３１８番地１ 048-797-6100 96

62
介護老人福祉施設さいたましあ
わせの里

（福）健寿会 岩槻区大字裏慈恩寺１１５３番地１ 048-793-1000 100

63
地域密着型特別養護老人ホーム
ひなの槻

（福）春の木会 岩槻区大字裏慈恩寺４０番地３ 048-793-1165 29

64 介護老人福祉施設ひなの杜 （福）春の木会 岩槻区大字裏慈恩寺５１番地１ 048-795-3711 100

65
特別養護老人ホームやまぶきの
里

（福）弘颯会 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 048-794-7766 50
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(3) 軽費老人ホーム
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 ヴェルデ八雲 （福）瑞泉 見沼区染谷３丁目４３０番地１ 048-687-2111 30

2 ケアハウス美星苑 （福）美星会 見沼区大字南中野８４９番地１ 048-685-2578 54

3 ケアハウスみたがい （福）欣彰会 見沼区大字片柳１２９８番地 048-686-7025 28

4 ぎんもくせい
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

緑区馬場１丁目７番地１ 048-875-2000 100

5 ケアハウスしらさぎ （福）城南会 岩槻区大字真福寺１４６５番地 048-797-4348 70

※設置はさいたま市

(4) 老人デイサービスセンター
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 リハ倶楽部さくら （株）ネプシス 西区宮前町１９２番地１ 048-623-3338

2 ロコモ介護予防デイサービス （株）アール 西区宮前町６６５番地４１ 048-621-0210

3 あずみ苑三橋 （株）レオパレス２１ 西区三橋５丁目５１７番地 048-620-2321

4
三橋ナーシングホームデイサー
ビスセンター

（福）相愛福祉会 西区三橋５丁目５６０番地１ 048-871-9550

5 デイリハ三橋 （医）博 会 西区三橋６丁目１９２番地 048-782-7326

6 デイサービスセンター扇の森 （福）永寿荘 西区大字高木６０２番地１ 048-625-5000

7 三恵苑通所介護事業所 （福）三恵会 西区大字高木８９２番地 048-623-3567

8 佐知川ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

西区大字佐知川１０５９番地１ 048-620-1361

9
デイサービスセンター遊・大宮
佐知川

（株）ウイズネット 西区大字佐知川１１４４番地１ 048-620-6501

10 デイサービスセンター遊美園 （福）友好会 西区大字佐知川１５２２番地１ 048-622-6455

11 通所介護センター「ぐみの木」 （株）ＨＡＳ 西区大字佐知川６６８番地１０ 048-671-0072

12 デイサービスセンターおおみや 医療生協さいたま生活協同組合 西区大字指扇１０７０番地 048-625-1508

13 だんらんの家指扇 （株）夕映え 西区大字指扇１１１８番地３６ 048-783-3440

14 西おおみや翔裕館 （株）関東サンガ 西区大字指扇３６２４番地 048-621-4165

15
愛の家デイサービスセンター大
宮指扇

メディカル・ケア・サービス
（株）

西区大字指扇５６６番地１ 048-620-6111

16 光和堂通所介護 （有）ホリグチ 西区大字指扇領別所３２６番地１ 048-625-6848

17 デイケアセンターみると （医）博 会 西区大字西遊馬１２５８番地 048-625-1321

18 まみや倶楽部 （医）博 会 西区大字西遊馬１３２０番地１ 048-620-7350
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№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

19 デイサービス楽しいわが家 （株）吉田フロアー 西区大字西遊馬７１番地１ 048-782-9073

20 デイホームまみや （医）博 会 西区大字西遊馬７７１番地２ 048-620-5286

21
中野林ゆめの園デイサービスセ
ンター

（福）ハッピーネット 西区大字中野林６５０番地１ 048-620-5700

22
デイサービスセンター遊・清河
寺

（株）ウイズネット 西区大字内野本郷１１３３番地１ 048-620-2501

23 通所介護春陽苑 （福）むつみ会 西区大字内野本郷９１番地１ 048-625-7555

24 認知症対応型通所介護春陽苑 （福）むつみ会 西区大字内野本郷９１番地１ 048-625-0707 休止中

25
敬寿園宝来ホームデイサービス
センター

（福）欣彰会 西区大字宝来８６番地１ 048-620-0600

26
ヒューマンサポート宮原デイ
サービスセンター

（株）日本ヒューマンサポート 北区吉野町１丁目３５３番地４ 048-664-8300

27 あけぼしデイサービス （株）グレートフル
北区吉野町１丁目３番地１
茂木ビル１Ｆ

048-871-7100

28 リハ倶楽部おあしす （株）ウィルケア 北区吉野町１丁目４００番地１０ 048-796-5777

29
社会福祉法人大吉会デイサービ
スセンター白樺ホーム

（福）大吉会 北区吉野町２丁目１３３１番地 048-661-8850

30
デイサービスココファンしらか
ば

（株）学研ココファン 北区吉野町２丁目２１０番地１ 048-662-8822

31
デイサービスセンターいい・ら
いふ吉野町

ｅ・ライフサポート（株） 北区吉野町２丁目２１４番地３ 048-669-6621

32 デイサービスいいらいふ ｅ・ライフサポート（株） 北区吉野町２丁目２８１番地５ 048-669-7077

33 デイサービス南国の唄 （株）大器晩成 北区宮原町１丁目４５９番地 048-778-7696

34 ゆめの園りふれ宮原 （福）ハッピーネット 北区宮原町１丁目４７８番地 048-660-0153

35 デイサービスセンター遊・宮原 （株）ウイズネット 北区宮原町１丁目５３０番地 048-662-7452

36 コンパスウォーク宮原 リハプライム（株） 北区宮原町１丁目７４６番地 048-788-2563

37 デイサービスやちよ 八千代紡織（株） 北区宮原町４丁目６８番地１ 048-675-2525

38
エスケアステーションさいたま
北デイサービス

（株）エスケアメイト 北区宮原町４丁目９９番地１ 048-661-1750

39
大宮明生苑デイサービスセン
ター

（株）明昭 北区櫛引町２丁目３２７番地 048-661-0808

40 デイサービスほのか （株）ほのか 北区今羽町５番地 048-651-8148

41
さいたま市大砂土デイサービス
センター

（福）欣彰会　※ 北区今羽町６３７番地１ 048-652-8366

42 デーサービスそらいろ ハートバンク（株） 北区植竹町１丁目３３０番地２ 048-788-2244
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43 コンパス北大宮 リハプライム（株） 北区植竹町１丁目６７０番地 048-669-5050

44
ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ大宮大成
町

（株）サンスマイル 北区大成町４丁目４０２番地 048-607-5133

45
デイサービスセンターエクラシ
ア大宮

（株）ウェルオフ 北区大成町４丁目８３番地５ 050-6865-6192

46 デイサービス大空 パーソナルケア（株） 北区土呂町１丁目３９番地４ 048-871-6004

47
健康サポートげんきさいたま土
呂

（株）介護ＮＥＸＴ 北区土呂町１丁目６３番地４ 048-782-8372

48 デイサービスたんとん （株）高志
北区土呂町２丁目１２番地１８
中橋ビル１階

048-661-6155

49 デイサービスさくらいろ ハートバンク（株） 北区土呂町２丁目４０番地７ 048-871-6315

50 デイサービスねこの手 （株）Ｔ＆Ｔ 北区土呂町２丁目５９番地３ 048-671-6822

51 遊季の里 （株）はいむるぶし 北区土呂町２丁目７７番地１２ 048-871-5290

52 デイサービスアップル大宮公園 （株）ウェルオフ 北区東大成町１丁目６１４番地 050-6861-5210 休止中

53
リハビリデイサービスｎａｇｏ
ｍｉ大宮北店

（福）永寿荘 北区東大成町２丁目４５３番地１ 048-669-0370

54 奈良町デイサービス （有）ライフネット・ジャパン 北区奈良町１５９番地６ 048-699-2285

55 ゆめの園りふれ奈良 （福）ハッピーネット
北区奈良町５４番地１
ＳＧＫマンションパピオール１Ｆ

048-661-6662

56 だんらんの家日進町 （株）平成エンタープライズ 北区日進町１丁目４２０番地２ 048-871-8315

57 アースサポート日進 アースサポート（株） 北区日進町２丁目１２０３番地１２ 048-663-9811

58
リハビリデイサービスＡＲＵＫ
Ｕ日進

（株）Ｌ－ＴＨＡＮＫＳ 北区日進町２丁目１６０５番地 048-667-3908

59
デイサービスセンターなごやか
大宮日進

（株）やまねメディカル 北区日進町２丁目１８５１番地１ 048-661-1139

60 でいとれセンターひばり （株）ケアプランニング 北区日進町２丁目４９５番地 048-662-1802

61 活々道場ひばり日進 （株）ケアプランニング 北区日進町２丁目４９８番地２ 048-783-7802

62 ＳＰＡデイ湯ｙｏｕ ピーストン（株）
北区日進町２丁目８２２番地２
福富ビル１Ｆ

048-783-5790

63 トミオさいたま通所介護事業所 （株）トミオケア 北区本郷町４６０番地 048-776-9302 休止中

64 でいとれセンターひばり本郷町 （株）ケアプランニング 北区本郷町５２５番地 048-783-5569

65 ツクイさいたま大宮公園 （株）ツクイ 北区盆栽町１６１番地１ 048-662-7356

66 ひばりデイサービス大宮公園
シマダリビングパートナーズ
（株）

北区盆栽町４３４番地
ガーデンテラス大宮公園１階

048-665-0088
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67 デイサービス茶々 （株）アズール
北区盆栽町５１４番地１０
１０１

048-651-3636 休止中

68
おたっしゃ倶楽部ゴールドカ
レッジ

（株）ビッグウェル 大宮区吉敷町３丁目８３番地４ 048-650-8830 休止中

69 おたっしゃ倶楽部ＧＣ （福）鴻鵠の会 大宮区吉敷町３丁目８３番地４ 048-650-8830 休止中

70 おたっしゃ倶楽部ＤＣ （福）鴻鵠の会 大宮区吉敷町３丁目８３番地４ 048-650-8830 休止中

71 レッツ倶楽部大宮櫛引 （株）ヨシケイ大宮
大宮区櫛引町１丁目６６１番地
ＫＳ櫛引

048-871-7260

72 でいとれセンターひばり高鼻 （株）ケアプランニング 大宮区高鼻町１丁目４９番地 048-658-0321

73 ニチイケアセンター大宮桜木町 （株）ニチイ学館 大宮区桜木町４丁目５２８番地 048-642-0146

74 グリーンデイ大宮桜木町 ヨンナナ計画（株） 大宮区桜木町４丁目７０８番地 048-783-3995

75
パナソニックエイジフリーケア
センター大宮三橋・デイサービ
ス

パナソニックエイジフリー
（株）

大宮区三橋１丁目３４５番地１ 048-662-0131

76
デイサービスセンターしあわせ
三橋

（有）クレイズ 大宮区三橋１丁目５６４番地 048-662-7827

77 三橋ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

大宮区三橋１丁目８７１番地 048-654-8625

78
大宮諏訪の苑デイサービスセン
ター

（福）大桜会 大宮区三橋４丁目８７５番地２ 048-622-7300

79
でいとれセンターひばり大宮公
園

（株）ケアプランニング
大宮区寿能町１丁目８番地１
大宮パークサイド１Ｆ

048-783-3511

80 コンパス大宮西口 リハプライム（株） 大宮区上小町１１０６番地 048-650-7116

81
デイサービスセンターはるぱて
お春鶴

（福）悠揚会 大宮区上小町１１８４番地 048-645-1050

82
デイサービスセンターはるぱて
お

（福）悠揚会 大宮区上小町１１８７番地 048-648-1010

83 デイサービスいきいきはうす 企業組合　労協センター事業団 大宮区上小町１３１４番地１ 048-640-2271

84 上小町デイサービス１５１Ａ ウコウコヤオ（株） 大宮区上小町１８３番地１ 048-783-2280

85 でいとれセンターひばり上小町 （株）ケアプランニング 大宮区上小町４４７番地４ 048-729-6466

86 上小町デイサービス友愛 （株）友愛ケアサービス 大宮区上小町５２７番地３ 048-641-6062

87
ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ大宮浅間
町

（株）介護ＮＥＸＴ 大宮区浅間町１丁目１６８番地１ 048-783-3272

88
グリーン・セルカルチャーサロ
ン

（株）グリーン・セル 大宮区浅間町２丁目３７番地 048-782-6425

89 ひととひと （株）ジェイド 大宮区大成町１丁目５１６番地１ 048-871-6870

90 社会福祉法人育成会白菊苑 （福）育成会 大宮区天沼町１丁目１５０番地１ 048-648-4761
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91
デイサービスセンターケアサ
ポートおおみや

ケアサポート（株） 大宮区天沼町１丁目２５０番地１ 048-640-7503

92
茶話本舗デイサービス大宮天沼
亭

（株）中外アソシエーツ 大宮区天沼町２丁目９８１番地８ 048-871-5578 休止中

93 ニチイケアセンター大宮公園 （株）ニチイ学館 大宮区土手町１丁目８１番地 048-631-1001

94 ミック健康の森堀の内町 （株）ミック・ジャパン 大宮区堀の内町１丁目４５１番地１ 048-783-5489

95 でいとれセンターひばり堀の内 （株）ケアプランニング
大宮区堀の内町１丁目６０６番地
１階

048-871-8040

96
デイサービスセンタードゥライ
フ大宮

（株）ふれ愛ドゥライフサービ
ス

大宮区堀の内町２丁目２００番地１ 048-648-9203

97
通所介護事業所さいたまやすら
ぎの里

（福）安心会 見沼区卸町２丁目２１番地１ 048-793-1000

98 デイサービスセンター遊・七里 （株）ウイズネット 見沼区春岡１丁目２３番地５ 048-682-7310

99 デイサービスゆかり メディカルアシスト（株） 見沼区春岡３丁目２６番地５ 048-878-8762

100 春野ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区深作２丁目１０番地１０ 048-682-3941

101 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ大宮深作 （株）アスラ 見沼区深作２丁目２５番地９ 048-675-3600

102 ツクイさいたま見沼 （株）ツクイ 見沼区深作３丁目１７番地５ 048-681-7112

103 あおぞらデイサービスセンター （福）浦和の里 見沼区大字御蔵１０６４番地１ 048-684-6511

104 デイサービスさわやか ＢＢＯ産業（株） 見沼区大字笹丸１６７番地 048-797-9395

105 デイサービスてまり （株）亀の湯コミュニティ 見沼区大字小深作１８６番地５ 048-683-8080

106 介護サービスさくら （有）ジャット 見沼区大字小深作４３７番地１５ 048-682-0019

107
敬寿園七里ホームデイサービス
センター

（福）欣彰会 見沼区大字大谷２０２２番地１ 048-681-7310

108
ハピネスケア株式会社デイサー
ビスセンターゆうゆの郷見沼

ハピネスケア（株） 見沼区大字中川９０７番地 048-682-3800

109 デイサービスソラスト七里 （株）ソラスト 見沼区大字東宮下４７４番地 048-681-6671

110 デイサービスありがたい大宮 （株）絶好調 見沼区大字東新井３１１番地３ 048-797-9392

111 池内さん家 （有）ぬくもり 見沼区大字東門前１９５番地１１ 048-677-3239

112 健康ぷらすみぬま （株）Ｊｏｉｎ 見沼区大字東門前３５１番地１ 048-797-7202

113
イリーゼ大宮南中丸デイサービ
スセンター

長谷川介護サービス（株） 見沼区大字南中丸２９番地１ 048-682-0182

114 大宮見沼ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区大字南中丸３１８番地１ 048-682-8341
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115
デイサービスセンターコン
フォータブル・プラス南中丸

（株）ウェルハウス 見沼区大字南中丸６７５番地 048-876-8765

116 デイホームふじの家 （株）ふじ介護 見沼区大字南中丸７８２番地１６ 048-682-2208

117 大宮東ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区大字南中野１１３５番地７ 048-680-5135

118
デイサービスセンターエクラシ
アさいたま見沼

（株）ウェルオフ 見沼区大字南中野１３０番地１ 050-6865-6187

119 諏訪の苑デイサービスセンター （福）大桜会 見沼区大字南中野２９番地 048-688-8700

120
リハビリ＆デイサービスダイア
リー

（株）ハート＆アート 見沼区大字南中野４２２番地７ 048-682-2150

121 デイサービスセンター美星苑 （福）美星会 見沼区大字南中野８４９番地１ 048-685-2578 休止中

122 デイサービスひろか （有）ひろか 見沼区大字膝子７８５番地４ 048-797-7885

123
デイサービスセンターさくら日
和風渡野

（有）ケアコミュニケーション
ズ

見沼区大字風渡野２６１番地１ 048-681-6801

124 ミルトスディサービス （有）ミルトス 見沼区大字風渡野４３０番地８ 048-682-0009

125 敬寿園デイサービスセンター （福）欣彰会 見沼区大字片柳１２９８番地 048-686-2611

126
社会福祉法人欣彰会敬寿園デイ
サービスセンター

（福）欣彰会 見沼区大字片柳１２９８番地 048-686-2611

127
デイサービスセンターりはせん
そよ風

（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区大字蓮沼１５００番地１ 048-682-2347

128 笑美の湯 （株）真昇 見沼区大字蓮沼１５３２番地１ 048-688-5455

129
ひなたぼっこデイサービスセン
ター

（有）さいたまケアセンター 見沼区大字蓮沼４９６番地１６ 048-681-5005

130 だんらんの家大和田町 （株）平成エンタープライズ 見沼区大和田町１丁目１０３２番地２ 048-878-9507

131 デイサービス三日月 （株）三日月 見沼区大和田町２丁目１５５３番地１９ 048-795-9393

132
デイサービスセンター見沼緑水
苑

（福）五葉会 見沼区大和田町２丁目３３６番地 048-680-3712

133 デイサービスセンターさち （有）さち 見沼区大和田町２丁目７５１番地 048-688-7887

134
ソフィアＤａｙＨｏｕｓｅ東大
宮・島邸

ソフィア・マネジメント・ジャ
パン（株）

見沼区島町１８９番地２ 048-812-8301 休止中

135
デイサービスセンターなごやか
東大宮

（株）やまねメディカル 見沼区島町３０１番地 048-681-7170

136 夢工房結愛の森 企業組合　夢工房結愛の森 見沼区島町９３７番地 048-682-4050

137 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ東大宮 メディカルアシスト（株） 見沼区東大宮１丁目１１番地１３ 048-884-8727

138 コラソン東大宮 オレンジハート（株） 見沼区東大宮１丁目８７番地４ 048-878-8705
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139 ゆめふる東大宮店 （株）やさしい手 見沼区東大宮２丁目６番地９ 048-660-3761

140 ミック健康の森東大宮 （株）ミック・ジャパン 見沼区東大宮４丁目３番地１１ 048-788-1945

141 見沼北ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区東大宮４丁目４０番地２ 048-669-8100

142
健康サービスステーション東大
宮店

シンコースポーツ（株）
見沼区東大宮５丁目７番地５
シャトル末広１０５店舗

048-688-7900

143 デイサービスあいりす （株）住環境デザイン 見沼区東大宮６丁目１５８番地２１ 048-682-7515

144 リハ倶楽部風凛 （株）ネプシス 見沼区東大宮６丁目２８番地９ 048-796-0292

145 こころっこデイサービス東大宮 （株）中外アソシエーツ 見沼区東大宮６丁目３５番地１ 048-792-0907

146 デイサービス風さやか （医）風凛香 見沼区堀崎町１６２３番地 048-681-1238

147 ツクイさいたま円阿弥 （株）ツクイ 中央区円阿弥２丁目３番２２号 048-859-6710

148 でいとれセンターひばり円阿弥 （株）ケアプランニング
中央区円阿弥３丁目２番３号
グランデ・パゾ１階

048-840-1655

149 だんらんの家円阿弥 （株）ケアサービス陽寿園 中央区円阿弥４丁目４番１号 048-762-6437

150 ケアセンターソワン （株）ソワン 中央区下落合２丁目２０番１９号 048-831-6901

151 街なかデイサービス金太郎 （有）介護の金太郎
中央区下落合２丁目２番２６号
華ビル４階

048-755-9919

152 だんらんの家北与野 （株）ケアサービス陽寿園 中央区下落合４丁目１番１６号 048-711-8535

153 ポピンズデイサービスセンター （有）クリエイティブケア
中央区下落合６丁目２番５号
ＷＡＤＡビル１１

048-822-5905

154 与野ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

中央区桜丘１丁目１１番１１号 048-851-8966

155 ロイヤルクラブケアセンター （有）エイコー 中央区桜丘１丁目１３番１号 048-858-4534

156 フレンズデイサービスセンター （有）フレンズ
中央区上峰２丁目２番１号
２Ｆ

048-749-1097

157
さいたま市上峰デイサービスセ
ンター

（福）明日栄会　※ 中央区上峰３丁目１０番６号 048-856-4101

158
こころっこデイサービス上峰の
木

（株）中外アソシエーツ 中央区上峰４丁目１２番３号 048-711-7448

159 デイサロンオルポノ （株）みきケアサービス
中央区上落合１丁目９番２号
１０８

048-755-9632

160 スマイルケアステーション （有）エス・ティ・エス 中央区上落合３丁目４番１５号 048-711-3671

161 アンソレイエ北与野 （株）アナザーソフトライフ
中央区上落合４丁目３番１号
北与野Ｎビル３Ｆ

048-711-3355

162 アースサポート北浦和 アースサポート（株） 中央区新中里１丁目３番３号 048-834-8511
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163 指定通所介護事業所きりしき （福）明日栄会 中央区新中里２丁目８番６号 048-858-6656

164 デイサービスふあり
（有）ＧＬＯＢＡＬ　ＣＨＡＬ
ＬＥＮＧＥ

中央区新中里２丁目９番３８号 048-709-0066

165 デイサービスアップル与野 （株）ウェルオフ 中央区新中里５丁目１０番２５号 050-6861-5206

166
セントラルプライムプラザラフ
レさいたま

セントラルスポーツ（株） 中央区新都心３番地２ 048-600-3950

167
デイサービスセンター緑水苑与
野

（福）五葉会 中央区大戸１丁目３３番１２号 048-853-1600 休止中

168 幸皆歓おおと （同）アートリティ 中央区大戸５丁目１２番６号 048-678-4165

169 デイサービスセンターおおと （福）明日栄会 中央区大戸５丁目３番２４号 048-711-7361

170 ジョイリハさいたま与野 （有）フィールドプロテクト 中央区大字下落合１０７９番地１ 048-823-7701

171 リハ倶楽部水凛 （株）ネプシス 中央区八王子１丁目４番１０号 048-829-9944

172 ケアフロンティア北与野 （株）日本ケアフロンティア 中央区本町西４丁目１９番９号 048-840-1621

173
ひだまりの会デイサービス与野
本町の家弐番館

日本総合福祉会（株） 中央区本町東４丁目１７番６号 048-851-6612

174
さいたま市与野本町デイサービ
スセンター

（福）シナプス　※ 中央区本町東４丁目７番２０号 048-853-5000

175
ナーシングヴィラ与野指定（介
護予防）通所介護事業所

（福）シナプス 中央区本町東６丁目１０番１号 048-857-8522

176 セカンドハウスハナサカス （資）ハナサカス
中央区本町東６丁目７番１８号
１階

048-816-9900

177 でいとれセンターひばり南与野 （株）ケアプランニング 中央区鈴谷２丁目１２１５番地１ 048-799-3000

178
ヒューマンライフケア南与野の
湯

ヒューマンライフケア（株） 中央区鈴谷２丁目５４９番地２４ 048-614-8440

179 活々道場ひばり鈴谷 （株）ケアプランニング 中央区鈴谷６丁目８番１８号 048-764-8680

180 デイサービス悠楽里 ライフサポート（株） 中央区鈴谷８丁目２番５号 048-857-6501

181
茶話本舗デイサービス埼玉大学
前

（株）ウェルオフ 桜区栄和５丁目２０番３６号 050-6861-5213

182
パナソニックエイジフリーケア
センター中浦和・デイサービス

パナソニックエイジフリー
（株）

桜区西堀１丁目１１番３２号 048-872-8855

183
アズハイム中浦和デイサービス
センター

（株）アズパートナーズ 桜区西堀２丁目２１番１１号 048-872-3333

184
ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴさいたま
桜

（株）ＫＥＮＫＯＵＤＯ 桜区西堀８丁目１２番１５号 048-829-9305

185 ゆめの園りふれ浦和 （福）ハッピーネット 桜区西堀９丁目９番２３号 048-840-1780

186 ニチイケアセンター浦和 （株）ニチイ学館 桜区大字下大久保１８６番地７ 048-840-3705
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187 あずみ苑五関 （株）レオパレス２１ 桜区大字五関２９番地１ 048-851-4821

188
デイサービスセンターさいたま
ロイヤルの園

（福）栄光会 桜区大字五関３９６番地２ 048-859-7168

189 健康倶楽部楽 （株）フォレストファミリー 桜区大字五関８２０番地１ 048-678-2195

190 認知症デイサービス・桜の宿 （医）行徳会 桜区大字宿１４０番地１ 048-851-0505

191 彩寿苑デイサービスセンター （福）浦和の里 桜区大字宿４００番地 048-857-6517

192
医療法人聖仁会デイサービスセ
ンターさくらの里

（医）聖仁会
桜区大字上大久保８３０番地１
西部在宅ケアセンター２Ｆ

048-854-1391

193 リハビリ倶楽部楽 （株）フォレストファミリー 桜区大字神田２３６番地１ 048-678-3195

194
デイサービスセンターエクラシ
ア与野

（株）ウェルオフ 桜区大字神田７２番地 050-6865-6196

195 桜中央ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

桜区中島１丁目３番１４号 048-859-8870

196 ツクイさいたま西浦和 （株）ツクイ 桜区田島２丁目５番２３号 048-836-2751

197 医祉和会 医祉和会（株） 桜区田島４丁目１５番１４号 048-837-2568

198 リハサービス西浦和 （有）アートライフ 桜区田島４丁目３８番３号 048-838-6711

199
埼玉ライフデイサービスセン
ター

埼玉ライフサービス（株） 桜区田島４丁目９番８号 048-866-7200

200 ニチイケアセンター上木崎 （株）ニチイ学館 浦和区上木崎３丁目１番１０号 048-829-8295

201 グリーンデイ与野上木崎 ヨンナナ計画（株）
浦和区上木崎４丁目４番１３号
フジグリーンビュー１Ｆ

048-789-7288

202 さくら倶楽部 （有）福祉ネットワークさくら 浦和区上木崎６丁目９番３号 048-831-0744

203 デイサービス第２さくら （有）福祉ネットワークさくら 浦和区上木崎６丁目９番３号 048-831-0744

204
デイサービスセンターケアサ
ポートイオン北浦和

ケアサポート（株） 浦和区常盤１０丁目２０番２９号 048-711-8707

205 「だんらんの家」浦和 （株）シュエット 浦和区常盤５丁目１３番１６号 048-762-9500

206
康成デイサービスリハステー
ション

弘英メディカル（有） 浦和区常盤９丁目４番８号 048-835-3323

207 デイセンター健康ざんまい与野 （医）誠信会 浦和区針ヶ谷２丁目８番７号 048-823-8700

208 ヘルシーステーションＮＯＡＨ （株）メディカルケア
浦和区仲町２丁目１７番１号
１０１

048-825-2727

209
リハビリデイサービスｎａｇｏ
ｍｉ浦和店

（株）ｎＣＳ 浦和区仲町３丁目８番１号 048-789-6235

210
医療生協ケアステーションうら
しん

医療生協さいたま生活協同組合 浦和区北浦和３丁目１０番４号 048-825-1781
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211 デイサービスふあり常盤
（有）ＧＬＯＢＡＬ　ＣＨＡＬ
ＬＥＮＧＥ

浦和区北浦和５丁目１５番４５号 048-709-8668

212 本太ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

浦和区本太１丁目１４番６号 048-813-8785

213 デイサービスセンターあしたば （有）さち 浦和区本太１丁目２６番１３号 048-882-7511

214 デイサービスアップル浦和本太 （株）ウェルオフ 浦和区本太２丁目１１番３号 050-6861-6476

215 浦和ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

浦和区本太２丁目１番２号 048-871-2880

216 デイサロンまちや （有）ファーストケアまちや 浦和区本太３丁目１番１４号 048-813-5106

217
デイハウスさくらんぼめんそー
れ

（株）イマジネーション 浦和区本太５丁目３２番１４号 048-829-7915

218
コミュニケア２４さいたま浦和
館デイサービス

（株）リエイ 浦和区本太５丁目３９番１１号 048-813-7373

219 情熱介護桜楽浦和木崎の家 （株）ＭＳＤ 浦和区木崎５丁目１６番１２号 048-811-1110

220 活々道場ひばり領家 （株）ケアプランニング 浦和区領家５丁目１４番１０号 048-799-3522

221
通所介護事業所浦和ふれあいの
里デイサービスセンター

（福）安心会 浦和区領家６丁目１０番７号 048-834-7680

222
おたっしゃ倶楽部ゴールドカ
レッジうらわ

（特非）エイチ・エイチ・シー
ホームヘルプクラブ

浦和区領家７丁目２８番７号 048-833-6688

223 デイサービスかすみ草 （有）いずみ 南区曲本４丁目５番１６号 048-711-2511 休止中

224 デイサービスヨウコー武蔵浦和 （株）揚工舎 南区曲本４丁目５番１６号 048-711-7450

225
茶話本舗デイサービスゆずの木
武蔵浦和

（株）中外アソシエーツ 南区曲本５丁目６番５号 048-711-1399 休止中

226 でいとれセンターひばり曲本 （株）ケアプランニング
南区曲本５丁目８番３号
２０１

048-762-8711

227
コープみらいさいたまデイサー
ビスセンター

生活協同組合コープみらい 南区根岸２丁目１５番２号 048-864-1870

228 活々道場ひばり根岸 （株）ケアプランニング
南区根岸３丁目１４番８号
ディアセブン１階

048-829-7002

229 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ西浦和 （株）ＫＥＮＫＯＵＤＯ 南区四谷１丁目６番２４号 048-711-7741

230
老人デイサービスセンターハー
トランド浦和

（医）聖蹟会 南区鹿手袋３丁目１５番１３号 048-837-8810

231
でいとれセンターひばり武蔵浦
和

（株）ケアプランニング
南区鹿手袋４丁目３１番１７号
クラブハウス３Ｆ

048-839-3330

232 デイサービス遊・友・悠 （有）ゆうゆう
南区鹿手袋４丁目３１番１７号
クラブハウス遊・友・悠２階

048-838-2888

233
センチュリーハウス武蔵浦和デ
イサービスオリーブ

（株）センチュリーライフ 南区鹿手袋４丁目３２番３０号 048-710-5711

234
デイサービスセンターけやき
ホームズ

（福）弘優尽会 南区鹿手袋７丁目１３番４号 048-710-6888
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235
社会福祉法人エンゼル会老人デ
イサービスセンターフロール

（福）エンゼル会 南区神明２丁目２１番１４号 048-822-9722

236 ほっとスマイル （有）ほっとスマイル 南区大字円正寺１３２番地 048-885-3855

237 デイサービスファインケア浦和 （株）ファインケア 南区大字円正寺５０９番地１６ 048-813-3819

238
こもれびの丘デイサービスセン
ター

（福）潤青会 南区大字広ヶ谷戸１３０番地１ 048-811-1722

239 デイサービスわかくさ （医）有隣会 南区大字太田窪１９７７番地１ 048-885-2671

240 ニチイケアセンター大谷口 （株）ニチイ学館 南区大字大谷口５３２２番地 048-810-5650

241 青木リハビリセンター東浦和 （医）青木会 南区大字大谷口５７０２番地 048-811-1700

242
デイサービスセンタール・レー
ヴ南浦和

（株）メディカル・デザイン 南区大字大谷口９６７番地７ 048-678-6001

243
リハビリセンターワン・ステッ
プ辻店

（同）ＦＯＲＣＡコンサルティ
ング

南区辻３丁目２番２５号
辻レジデンス１０３号

048-789-7604

244 あすなろデイサービス浦和 （株）あすなろホーム 南区辻７丁目１３番１５号 048-872-0476

245
デイサービスセンターエクラシ
ア南浦和

（株）ウェルオフ 南区辻７丁目２番２号 050-6865-3775

246 武蔵浦和ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

南区内谷５丁目５番２６号 048-844-8390

247 こころデイサービス武蔵浦和 （株）こころ 南区内谷７丁目７番２６号 048-838-4165

248
ジェクサー・プラチナジム南浦
和

（株）ジェイアール東日本ス
ポーツ

南区南浦和２丁目３４番９号 048-767-3871

249
Ｐｌａｔｉｎａ　Ｓａｌｏｎ浦
和南

（株）ピコエヴ
南区南浦和２丁目４番２号
Ｍビル１Ｆ

048-711-7857

250 デイサービスソラスト武蔵浦和 （株）ソラスト
南区白幡４丁目１９番１号
第二春日ビル１Ｆ

048-838-7216

251 デイサービスソラスト武蔵浦和 （株）ソラスト
南区白幡４丁目１９番１号
第二春日ビル１Ｆ

048-838-7216

252 はなまるデイサービス武蔵浦和 （株）愛誠会 南区白幡４丁目２１番６号 048-839-2933

253 もものき南浦和 （株）もものき 南区文蔵３丁目２番１４号 048-793-7600

254 アットホーム佳愛 （有）佳愛会 南区文蔵３丁目３５番６号 048-845-8329

255 きりんの部屋 （有）在宅ケアサービス樹林 南区文蔵４丁目５番６号 048-862-1220

256 デイサービス奏 （株）奏介護支援サービス 南区別所１丁目１１番２号 048-872-8215

257 ケアフロンティア別所沼公園 （株）日本ケアフロンティア 南区別所４丁目５番１３号 048-755-9231

258 デイサービスいつもみどりの家 （株）いつも 緑区宮本２丁目１３番地２１ 048-810-5511

5 - 4 - 14



資料編 第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

259 デイサービスぱる浦和 （福）ぱる 緑区原山１丁目５番９号 048-811-2300

260
指定通所介護事業所「尚和園デ
イサービスセンター」

（福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-881-0434

261 デイサービス原山の家 ウィングライフ（株） 緑区原山４丁目１３番１７号 048-764-9518

262 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ浦和原山 （株）アスラ 緑区原山４丁目４番５号 048-813-4380

263 リハビリの家東浦和 （医）青木会 緑区芝原１丁目１３番地５ 048-810-6116

264 ふれあい元氣塾 （株）フレアス 緑区芝原１丁目２５番地１２ 048-749-1348 休止中

265 デイサービスこんぺいとう （有）育英企画 緑区芝原２丁目９番地９ 048-799-2923

266
デイサービススマイルリハビリ
センター

リハビリテーションクリエー
ターズ（株）

緑区松木３丁目１６番地１１ 048-712-0515

267
リィバティハウスデイサービス
センター

（福）リバティ 緑区松木３丁目２９番地５ 048-875-3111

268 にこにこデイサービス （同）にこにこ 緑区太田窪１丁目２４番７号 048-679-2929

269 デイサービス奏太田窪 （株）奏介護支援サービス 緑区太田窪１丁目２番１１号 048-767-3100

270 デイサービス・ハレオルアロハ （株）中外アソシエーツ 緑区太田窪３丁目７番６号 048-711-7464

271 デイサービス・ハレオルマハロ （株）中外アソシエーツ 緑区太田窪３丁目７番６号 048-711-6507

272 ぴゅあガーデンみどりの郷 （株）ピュアホームズ 緑区大字間宮４９７番地 048-878-7866

273 夢たまデイサービス （株）たまご 緑区大字三室１２９０番地３ 048-810-4065

274 悠々庵 （株）ＫＳＫデータ 緑区大字三室１３５４番地１ 048-810-5140

275 デイサービスあんしん浦和
あんしんメディカルケアサービ
ス（株）

緑区大字三室１７５５番地 048-829-7788

276 デイサービスクラス三室 ＳＫＹケアサービス（株） 緑区大字三室８９７番地１３ 048-762-7643

277 白寿園デイサービスセンター （福）遍照会 緑区大字寺山１５７番地 048-878-1170

278 デイサービスおがわさん家 （株）ゆう・コーポレーション 緑区大字大間木１０５番地 048-874-5856

279
デイサービスセンター遊・東浦
和

（株）ウイズネット 緑区大字大間木５５０番地１ 048-810-5132

280
スマイルハウスデイサービスセ
ンター

（福）浦和福祉会 緑区大字大崎２１６０番地 048-878-2922

281
デイサービスセンターエクラシ
ア東浦和

（株）ウェルオフ 緑区大字大牧２１３３番地１ 050-6861-5210

282 デイサービスもんたろう （株）もんたろう 緑区大字大門２３０番地１ 048-812-1811
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283 浦和みその翔裕館 （株）関東サンガ 緑区大字大門２５７４番地 048-762-3965

284 年輪荘デイサービスセンター （福）埼玉県共済会　※ 緑区大字中尾１４０４番地 048-873-1763

285
あんしん介護デイサービス東浦
和

（株）はっぴーらいふ 緑区大字中尾２０３０番地４ 048-712-4111

286 情熱介護桜楽中尾の家 （株）ＭＳＤ
緑区大字中尾２４５４番地
ソモア１Ｆ

048-764-9406

287
げんきな中尾デイサービスセン
ター

埼玉ライフサービス（株） 緑区大字中尾２６５９番地１３ 048-876-3400

288
デイサービスセンターつくしん
ぼ浦和

（株）つくしんぼ 緑区大字中尾３１７５番地 048-873-3773

289 株式会社生きいき （株）生きいき 緑区大字中尾３２３３番地 048-875-7530

290 デイサービス和楽久浦和 （株）ヘリオス・Ｅａｓｔ 緑区大字中尾６６１番地１ 048-875-8118 休止中

291 浦和しぶや苑 （福）騏忠会 緑区大字中尾９２５番地 048-876-1811

292 デイサービスいずみ東浦和 （有）早苗興業 緑区東浦和２丁目４９番地１２ 048-876-5315

293 ツクイさいたま東浦和 （株）ツクイ 緑区東浦和３丁目１４番地３ 048-810-5346

294
デイサービスセンターなごやか
東浦和

（株）やまねメディカル 緑区東浦和４丁目２６番地９ 048-810-5610

295 デイサービスソラスト東浦和 （株）ソラスト
緑区東浦和７丁目２４番地２８
サンスプリング５号館１０１号

048-810-5462

296 ゆめふる東浦和店 （株）やさしい手 緑区東浦和９丁目９番地９ 048-712-1751

297
こころっこデイサービス・ハレ
オルオハナ

（株）中外アソシエーツ 緑区道祖土１丁目６番１３号 048-767-3587

298
さいたまケアコミュニティそよ
風

（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

緑区道祖土１丁目７番３９号 048-813-8471

299 浦和リハビリセンター （株）レーベンコミュニティ 緑区道祖土４丁目１９番１０号 048-811-2505

300
グリーンヒルうらわデイサービ
スセンター

（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

緑区馬場１丁目７番地１ 048-875-8295

301
デイサービスラスベガス浦和美
園

ＡＣＡ　Ｎｅｘｔ（株） 緑区美園５丁目４３番地１０ 048-878-5693

302
シニアサロン樹楽イオン浦和美
園店

（株）アクロス
緑区美園５丁目５０番地１
イオンモール浦和美園２階

048-826-5663

303
茶話本舗デイサービス岩槻福寿
苑

ＢＢＯ産業（株） 岩槻区加倉１丁目３１番３３号 048-876-9763

304
デイサービスセンターなごやか
岩槻

（株）やまねメディカル 岩槻区加倉４丁目２６番２９号 048-790-5070

305
デイサービスセンター白鶴ホー
ム

（福）清澄会 岩槻区宮町１丁目５番１２号 048-758-0051

306 ツクイさいたま岩槻 （株）ツクイ 岩槻区上野２丁目６番地４ 048-793-1801
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307
ヒューマンサポート岩槻デイ
サービスセンター

（株）日本ヒューマンサポート 岩槻区上野６丁目３番地１０ 048-793-0900

308 アリス・デイサービス （有）アリス 岩槻区城南１丁目６番５３－９号 048-798-6432

309
デイサービスセンター岩槻名栗
園

（福）名栗園 岩槻区諏訪３丁目２番地２ 048-793-0302

310 半日リハビリデイフローラ岩槻 （株）関東メディカル・ケア 岩槻区西原台１丁目４番８４号 048-790-2626

311
岩槻まきば園デイサービスセン
ター

（福）隼人会 岩槻区大字横根１３７５番地 048-797-2202

312 社会福祉法人春秋会松鶴園 （福）春秋会 岩槻区大字古ヶ場１１番地 048-795-2201

313
さいたま市槻寿苑デイサービス
センター

（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

岩槻区大字笹久保１３９３番地 048-798-8088

314 あしすとリハ メディカルアシスト（株） 岩槻区大字上野６３番地１ 048-720-8118

315 デイサービスセンターしらさぎ （福）城南会 岩槻区大字真福寺１４６５番地 048-797-4348

316 デイサービスセンター彩幸の杜 （福）大幸会 岩槻区大字増長３７８番地１ 048-792-1111

317 デイサービスうらら岩槻 安心リビング・サポート（株） 岩槻区大字飯塚１２０５番地１ 048-798-8341

318 東岩槻ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

岩槻区大字表慈恩寺６２５番地１ 048-793-2261

319 デイサービスむすび メディカルアシスト（株） 岩槻区大字本宿１８９番地１ 048-797-5450

320 生活リハファミーユくらぶ （株）いわつき会計サービス 岩槻区大字箕輪９０番地７ 048-756-2129

321 天空の里 （株）天空 岩槻区大字裏慈恩寺１０６番地２３ 048-795-0500

322 ひなの杜通所介護センター （福）春の木会 岩槻区大字裏慈恩寺５１番地１ 048-795-3711

323 リハビリセンター・フローラ （医）東州会 岩槻区仲町１丁目９番７号 048-749-2615

324
デイハウスつくしんぼ岩槻Ｍａ
ｈａｌｏ

（株）つくしんぼ
岩槻区東岩槻１丁目６番地２
山城屋テナントビル１Ｆ

048-797-6300

325
デイサービスセンタートレセン
東岩槻

（株）グラビティー 岩槻区東岩槻２丁目１番地６ 048-795-2255

326 デイサービスひなの里
（有）トータル・ボディ・サ
ポート

岩槻区東岩槻４丁目１番地９
ＹＳビル１Ｆ

048-876-8880 休止中

327
あい介護サービス有限会社愛樂
Ⅲ

あい介護サービス（有） 岩槻区南平野２丁目４番地１５ 048-790-0808

328 あい介護サービス有限会社 あい介護サービス（有） 岩槻区南平野３丁目２５番地２８ 048-756-8811

329 まごころホームさいたま岩槻 アフェクション（同） 岩槻区本町１丁目１１番５号 048-872-6951 休止中

330
デイサービスセンターメープル
岩槻本町

（株）グラビティー 岩槻区本町１丁目１５番８号 048-790-1177
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331
健康サービスステーション岩槻
店

シンコースポーツ（株） 岩槻区本町１丁目１８番１６号 048-884-9343

332 だんらんの家岩槻 （株）Ｌ’ａｆｆｅｃｔｉｏｎ 岩槻区本町６丁目５番１９号 048-878-9772

※設置はさいたま市

(5) 老人短期入所施設
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 あずみ苑三橋 （株）レオパレス２１ 西区三橋５丁目５１７番地 048-620-2321 20

2 ショートステイ扇の森 （福）永寿荘 西区大字高木６０２番地１ 048-625-5000 20

3 ひかわ短期入所生活介護事業所 （福）三恵会 西区大字高木８９２番地 048-620-7533 10

4 特別養護老人ホーム遊美園 （福）友好会 西区大字佐知川１５２２番地１ 048-622-6455 5

5
特別養護老人ホームフォレスト
指扇

（福）フルホープ 西区大字指扇１２７７番地１１ 048-621-1600 0

6 茶の木 （医）博 会 西区大字西遊馬８４７番地３ 048-620-3936 20

7 三恵苑短期入所生活介護事業所 （福）三恵会 西区大字中釘２２１９番地４ 048-622-6727 20

8 ショートステイ扇の森ＷＥＳＴ （福）永寿荘 西区大字中釘２３４５番地１ 048-726-6070 10

9
特別養護老人ホーム中野林ゆめ
の園ショートステイ事業

（福）ハッピーネット 西区大字中野林６５０番地１ 048-620-5700 20

10
ショートステイみんなの家・清
河寺

（株）ウイズネット 西区大字内野本郷１１３３番地１ 048-620-2507 20

11 短期入所生活介護春陽苑 （福）むつみ会 西区大字飯田新田９１番地１ 048-625-0707 10

12
敬寿園宝来ホーム短期入所生活
介護事業所

（福）欣彰会 西区大字宝来８６番地１ 048-620-0600 4

13
敬寿園宝来ホーム短期入所生活
介護事業所ユニット型

（福）欣彰会 西区大字宝来８６番地１ 048-620-0600 0

14
ショートステイみんなの家大宮
吉野町

（株）ウイズネット 北区吉野町１丁目３５６番地１ 048-662-4305 20

15 ショートステイ白樺ホーム （福）大吉会 北区吉野町２丁目１３３１番地 048-661-8850 20

16
ショートステイココファンしら
かば

（株）学研ココファン 北区吉野町２丁目２１０番地１ 048-662-8877 24

17
エスケアステーションさいたま
北ショートステイ

（株）エスケアメイト 北区宮原町４丁目９９番地１ 048-661-1751 20

18 ショートステイ今羽の森 （福）永寿荘 北区今羽町６５０番地１ 048-778-7330 0

19 ウエルガーデン大宮 （福）ウエルガーデン 北区今羽町６６０番地１ 048-667-0038 0

20 特別養護老人ホームなごみの里 （福）悦生会 北区別所町８９２番地 048-665-0753 10

21
パナソニックエイジフリーケア
センター大宮三橋・ショートス
テイ

パナソニックエイジフリー
（株）

大宮区三橋１丁目３４５番地１ 048-662-0132 20
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22 三橋ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

大宮区三橋１丁目８７１番地 048-662-5717 27

23 大宮諏訪の苑短期入所介護 （福）大桜会 大宮区三橋４丁目８７５番地２ 048-622-7300 20

24
特別養護老人ホーム大宮諏訪の
苑

（福）大桜会 大宮区三橋４丁目８７５番地２ 048-622-7300 0

25
はるぱてお短期入所生活介護事
業所

（福）悠揚会 大宮区上小町１１８７番地 048-648-1010 10

26 白菊苑 （福）育成会 大宮区天沼町１丁目１５４番地１ 048-648-5571 4

27
ショートステイケアサポートお
おみや

ケアサポート（株） 大宮区天沼町１丁目２５０番地１ 048-640-7503 30

28
介護老人福祉施設さいたまやす
らぎの里

（福）安心会 見沼区卸町２丁目２１番地１ 048-793-1000 20

29
短期入所生活介護さいたまやす
らぎの里新館

（福）安心会 見沼区卸町２丁目２４番地 048-680-3288 0

30 春野ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区深作２丁目１０番地１０ 048-682-8342 20

31
短期入所生活介護事業所さいた
まかがやきの里

（福）健寿会 見沼区染谷３丁目１９０番地１ 048-682-1151 0

32 特別養護老人ホームあおぞら （福）浦和の里 見沼区大字御蔵１０６４番地１ 048-684-6511 10

33
敬寿園七里ホーム短期入所生活
介護事業所

（福）欣彰会 見沼区大字大谷２０２２番地１ 048-681-7310 0

34 ショートステイロイヤル （株）社会福祉総合研究所 見沼区大字大谷３９０番地１ 048-878-9351 20

35 ショートステイソラスト七里 （株）ソラスト 見沼区大字東宮下４７４番地 048-681-6673 20

36 見沼さくらの杜 （福）桐和会 見沼区大字東宮下８８３番地１ 048-872-6581 20

37 大宮見沼ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区大字南中丸３１８番地１ 048-682-8342 20

38 大宮東ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区大字南中野１１３５番地７ 048-680-5135 20

39 諏訪の苑 （福）大桜会 見沼区大字南中野２９番地 048-688-8700 33

40 高齢者総合福祉施設敬寿園 （福）欣彰会 見沼区大字片柳１２９８番地 048-686-2611 18

41 短期入所生活介護見沼緑水苑 （福）五葉会 見沼区大和田町２丁目３３６番地 048-680-3711 13

42
指定介護老人福祉施設ユニット
型きりしき

（福）明日栄会 中央区新中里２丁目８番６号 048-858-6655 0

43
指定短期入所生活介護事業所き
りしき

（福）明日栄会 中央区新中里２丁目８番６号 048-858-6655 32

44 短期入所生活介護緑水苑与野 （福）五葉会 中央区大戸１丁目３３番１２号 048-853-1600 20

45
ナーシングヴィラ与野指定（介
護予防）短期入所生活介護

（福）シナプス 中央区本町東６丁目１０番１号 048-857-8522 20
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46
パナソニックエイジフリーケア
センター中浦和・ショートステ
イ

パナソニックエイジフリー
（株）

桜区西堀１丁目１１番３２号 048-872-8856 20

47 介護老人福祉施設ブエナビスタ （福）さわらび会 桜区西堀４丁目８番２４号 048-872-0311 0

48 あずみ苑五関 （株）レオパレス２１ 桜区大字五関２９番地１ 048-851-4821 24

49
特別養護老人ホームさいたまロ
イヤルの園

（福）栄光会 桜区大字五関３９６番地２ 048-859-7166 10

50 彩寿苑短期入所生活介護 （福）浦和の里 桜区大字宿４００番地 048-857-6517 10

51 ショートステイひだまり大久保 （有）クレイズ 桜区大字上大久保５５番地１ 048-851-6915 20

52 桜中央ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

桜区中島１丁目３番１４号 048-859-8870 30

53
特別養護老人ホーム夢眠さくら
短期入所生活介護

（福）錦江舎 桜区町谷２丁目７番１８号 048-826-6336 0

54 本太ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

浦和区本太１丁目１４番６号 048-813-8785 20

55
短期入所生活介護事業所浦和ふ
れあいの里

（福）安心会 浦和区領家６丁目１０番７号 048-834-7680 0

56 ショートステイけやきホームズ （福）弘優尽会 南区鹿手袋７丁目１３番４号 048-710-6888 10

57 こもれびの丘ショートステイ （福）潤青会 南区大字広ヶ谷戸１３０番地１ 048-811-1720 20

58
特別養護老人ホーム埼玉さくら
んぼⅠ番館

（福）敬寿会 南区大字太田窪３５０４番地３ 048-799-3066 80

59
短期入所生活介護事業所埼玉さ
くらんぼⅡ番館

（福）敬寿会 南区大字太田窪３５１６番地１７ 048-799-2960 10

60
特別養護老人ホームみょうばな
の杜

（福）新座福祉会 南区大字大谷口２４７４番地３ 048-615-2525 5

61
ショートステイル・レーヴ南浦
和

（株）メディカル・デザイン 南区大字大谷口９６７番地７ 048-678-6001 19

62 介護老人保健施設葵の園・浦和 （医）葵会 南区内谷５丁目２４番１号 048-872-2121 20

63 武蔵浦和ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

南区内谷５丁目５番２６号 048-844-8390 20

64
指定短期入所生活介護事業所
「特別養護老人ホーム尚和園」

（福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-882-3013 10

65
特別養護老人ホーム尚和園ユ
ニット型

（福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-882-3013 0

66
ショートステイケアサポートみ
どり

ケアサポート（株） 緑区芝原１丁目１３番地５ 048-810-6550 20

67
特別養護老人ホームリバティハ
ウス

（福）リバティ 緑区松木３丁目２９番地５ 048-875-3111 16

68 白寿園ショートステイ （福）遍照会 緑区大字寺山１５７番地 048-878-1800 8

69
スマイルハウスショートステイ
サービス

（福）浦和福祉会 緑区大字大崎２１６０番地 048-878-2922 10
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70 浦和しぶや苑 （福）騏忠会 緑区大字中尾９２５番地 048-876-1811 16

71 特別養護老人ホーム千年の里 （福）清澄会 岩槻区宮町１丁目１０番１２号 048-758-0200 0

72 特別養護老人ホーム白鶴ホーム （福）清澄会 岩槻区宮町１丁目５番１２号 048-758-0034 10

73 ケアセンター岩槻名栗園 （福）名栗園 岩槻区諏訪３丁目２番地２ 048-793-0300 18

74 ショートステイフローラ岩槻 （株）関東メディカル・ケア 岩槻区西原台１丁目４番８４号 048-790-2626 20

75 岩槻まきば園 （福）隼人会 岩槻区大字横根１３７５番地 048-797-2202 22

76
特別養護老人ホームフレシール
岩槻

（福）北友会 岩槻区大字加倉１９０番地 048-790-2601 0

77 松鶴園 （福）春秋会 岩槻区大字古ヶ場１１番地 048-795-2201 8

78 特別養護老人ホーム彩幸の杜 （福）大幸会 岩槻区大字増長３７８番地１ 048-792-1111 10

79
短期入所生活介護事業所さいた
まほほえみの里

（福）安心会 岩槻区大字長宮１５１２番地１ 048-792-1120 0

80 ショートステイしらさぎ （福）城南会 岩槻区大字南下新井１５３８番地７ 048-791-2528 10

81
特別養護老人ホームまごめ遊美
園

（福）友好会 岩槻区大字馬込１３１８番地１ 048-797-6100 0

82 ショートステイうらら岩槻 安心リビング・サポート（株） 岩槻区大字飯塚１２０５番地１ 048-798-7666 24

83 東岩槻ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

岩槻区大字表慈恩寺６２５番地１ 048-793-2261 20

84
短期入所生活介護事業所さいた
ましあわせの里

（福）健寿会 岩槻区大字裏慈恩寺１１５３番地１ 048-793-1000 0

85 短期入所生活介護ひなの槻 （福）春の木会 岩槻区大字裏慈恩寺４０番地３ 048-793-1165 3

86
ひなの杜短期入所生活介護事業
所

（福）春の木会 岩槻区大字裏慈恩寺５１番地１ 048-795-3711 10

87
特別養護老人ホームやまぶきの
里

（福）弘颯会 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 048-794-7766 2

(6) 小規模多機能型居宅介護事業所
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 小規模多機能型居宅介護扇の森 （福）永寿荘 西区大字中釘２３４５番地１ 048-729-6070 9

2
小規模多機能型居宅介護みんな
の家・大宮奈良町

（株）ウイズネット 北区奈良町３２番地４ 048-662-5002 休止中

3 小規模多機能まごころ シン建工業（株） 北区本郷町７３０番地 048-778-7776 5

4 おたっしゃ倶楽部おおみや （福）鴻鵠の会 大宮区吉敷町３丁目８３番地４ 048-650-8830 5

5
小規模多機能型居宅介護みんな
の家・大宮上小町

（株）ウイズネット 大宮区上小町１４８１番地１ 048-658-3700 7
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6
敬寿園七里ホーム小規模多機能
型居宅介護事業所アレーズ

（福）欣彰会 見沼区大字大谷２０２２番地１ 048-681-6612 9

7 ヒューマンライフケア見沼の宿 ヒューマンライフケア（株） 見沼区大字南中野１０３８番地１ 048-615-0382 8

8
小規模多機能型居宅介護みんな
の家・大和田

（株）ウイズネット 見沼区大和田町１丁目５２５番地１ 048-681-7755 6

9
なんばーわん・小規模多機能与
野

（有）介護ナンバーワン 中央区八王子１丁目３番１８号 048-851-0903 5

10
愛・コミュニティホームさいた
ま田島

（株）愛総合福祉 桜区田島９丁目１７番７号 048-711-8237 7

11 ヒューマンライフケア浦和の宿 ヒューマンライフケア（株） 浦和区東高砂町４番１号 048-813-3665 7

12 ルピナスケアセンター
（株）埼玉コミュニケーション
ズ

浦和区領家３丁目１９番７号 048-813-8821 5

13 ＨＨＣおたっしゃ倶楽部
（特非）エイチエイチシーホー
ムヘルプクラブ

浦和区領家７丁目２８番７号 048-833-6688 8

14
小規模多機能型居宅介護事業所
埼玉さくらんぼⅡ番館

（福）敬寿会 南区大字太田窪３５１６番地１７ 048-799-2960 9

(7) 認知症高齢者グループホーム
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 グループホームみんなの家高木 （株）ウイズネット 西区大字高木２６６番地 048-620-5821 27

2 愛の家グループホーム大宮指扇
メディカル・ケア・サービス
（株）

西区大字指扇５６６番地１ 048-620-2850 27

3 ふれあい多居夢大宮 （株）ふれあい広場 西区大字植田谷本４６１番地３ 048-620-6616 18

4
グループホームみんなの家清河
寺

（株）ウイズネット 西区大字清河寺１０８８番地６ 048-620-7481 27

5
グループホームみんなの家清河
寺２

（株）ウイズネット 西区大字清河寺１１９５番地１ 048-620-7118 27

6 ふるさとの家
（特非）福祉ネットワーク・エ
ヌツー

西区大字清河寺７２２番地１ 048-625-8655 18

7
グループホームみんなの家大宮
吉野町

（株）ウイズネット 北区吉野町１丁目３５６番地１ 048-662-4355 18

8
愛の家グループホーム大宮吉野
町

メディカル・ケア・サービス
（株）

北区吉野町２丁目２６３番地４ 048-660-5700 27

9 グループホームみんなの家宮原 （株）ウイズネット 北区宮原町１丁目５３０番地 048-662-7170 27

10 愛の家グループホーム大宮櫛引
メディカル・ケア・サービス
（株）

北区櫛引町２丁目６８番地１ 048-661-5600 27

11
愛の家グループホームさいたま
土呂

メディカル・ケア・サービス
（株）

北区土呂町２丁目８６番地４ 048-669-5200 18

12 グループホームまごころ シン建工業（株） 北区本郷町７３０番地 048-783-3408 18

13
グループホームみんなの家大宮
三橋

（株）ウイズネット 大宮区三橋２丁目７９５番地 048-631-0205 27

14 愛の家グループホーム大宮三橋
メディカル・ケア・サービス
（株）

大宮区三橋４丁目５２０番地６ 048-620-2005 27
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15 ニチイケアセンター大宮公園 （株）ニチイ学館 大宮区土手町１丁目８１番地 048-631-1001 27

16 グループホームみんなの家七里 （株）ウイズネット 見沼区春岡１丁目２３番地５ 048-682-3535 18

17
ヒューマンライフケア見沼グ
ループホーム

ヒューマンライフケア（株） 見沼区大字南中野１０３８番地１ 048-615-0383 18

18
グループホームみんなの家南中
野

（株）ウイズネット 見沼区大字南中野１０５０番地８ 048-680-6071 27

19 たのし家・うれし家 （福）友遊会 見沼区大字南中野９１５番地１ 048-680-7125 18

20 ひなたぼっこ （有）さいたまケアセンター 見沼区大字蓮沼５５２番地１ 048-682-2333 9

21
グループホームコミュニティ大
和田

（医）興仁会 見沼区大和田町２丁目１４７８番地１ 048-685-1063 9

22
グループホームみんなの家与野
大戸

（株）ウイズネット 中央区大戸２丁目１０番１２号 048-851-6505 27

23
なんばーわん・グループホーム
与野

（有）介護ナンバーワン 中央区八王子１丁目３番１８号 048-851-0905 18

24
愛の家グループホームさいたま
八王子

メディカル・ケア・サービス
（株）

中央区八王子３丁目１１番８号 048-840-3560 18

25
グループホームみんなの家与野
本町

（株）ウイズネット 中央区本町東４丁目１７番４号 048-858-0601 27

26 愛の家グループホーム南与野
メディカル・ケア・サービス
（株）

中央区鈴谷１丁目２４番地１ 048-851-6488 27

27
グループホームみんなの家与野
鈴谷

（株）ウイズネット 中央区鈴谷５丁目１４番１号 048-855-7751 27

28
愛の家グループホームさいたま
山久保

メディカル・ケア・サービス
（株）

桜区山久保１丁目７番１３号 048-840-6660 18

29 グループホーム・桜の宿 （医）行徳会 桜区大字宿１４０番地１ 048-851-0515 18

30
愛の家グループホームさいたま
中島

メディカル・ケア・サービス
（株）

桜区中島４丁目１２番１４号 048-840-1800 18

31
愛・グループホームさいたま田
島

（株）愛総合福祉 桜区田島９丁目１７番７号 048-711-8226 18

32 ふれあい多居夢浦和 （株）ふれあい広場 浦和区元町１丁目３２番１７号 048-813-8192 18

33
東電さわやかグループホームさ
いたま

東電パートナーズ（株） 浦和区上木崎３丁目２番６号 048-815-5512 18

34 グループホームときわの家 （福）潤青会 浦和区常盤７丁目５番１４号 048-826-5575 18

35 浦和ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

浦和区本太２丁目１番２号 048-871-2880 18

36
コミュニケア２４さいたま浦和
館

（株）リエイ 浦和区本太５丁目３９番１１号 048-813-7373 9

37
愛の家グループホームさいたま
松本

メディカル・ケア・サービス
（株）

南区松本４丁目１８番３号 048-710-8010 18

38 愛の家グループホーム東浦和
メディカル・ケア・サービス
（株）

南区大字大谷口２３６９番地１ 048-876-5100 18
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39 ニチイケアセンター武蔵浦和 （株）ニチイ学館 南区辻４丁目１９番１３号 048-710-5201 18

40 あすなろホーム浦和 （株）あすなろホーム 南区辻７丁目１３番１５号 048-872-0476 18

41
愛の家グループホームさいたま
三室

メディカル・ケア・サービス
（株）

緑区大字三室１１６１番地３ 048-876-5270 18

42 ニチイケアセンター浦和東 （株）ニチイ学館 緑区東浦和７丁目４１番地５ 048-810-6150 18

43
愛の家グループホーム東浦和大
間木

メディカル・ケア・サービス
（株）

緑区東浦和９丁目９番地９ 048-810-5720 18

44
イリーゼグループホーム浦和さ
いど

長谷川介護サービス（株） 緑区道祖土２丁目１２番１５号 048-811-2061 18

45 グループホームみその （株）エイチ・エス・ジー 緑区美園６丁目２６番地３ 048-767-3721 18

46
グループホームフローラ岩槻西
町

（株）関東メディカル・ケア 岩槻区西町４丁目３番１４号 048-790-2617 18

47 愛の家グループホーム岩槻城北
メディカル・ケア・サービス
（株）

岩槻区大字岩槻６７９６番地 048-790-2611 18

48 岩槻ケアセンターそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

岩槻区大字飯塚１２８０番地３ 048-791-7515 18

49
グループホームメディカルフ
ローラ岩槻仲町

（株）関東メディカル・ケア 岩槻区仲町１丁目１２番３１号 048-790-1172 18

50 愛樂Ⅰ・Ⅱ あい介護サービス（有） 岩槻区南平野２丁目４番地１５ 048-790-0808 18

51
グループホームみんなの家・岩
槻本町

（株）ウイズネット 岩槻区本町１丁目１８番１１号 048-790-3610 18

(8) 看護小規模多機能型居宅介護看護事業所
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 看多機かえりえ東大宮 （株）やさしい手 見沼区東大宮２丁目６番地９ 048-660-3760 5

(9) 介護老人保健施設
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 ル・サンク湯澤 （医）博 会 西区三橋６丁目５６７番地 048-622-8170 100

2 介護老人保健施設葵の園・大宮 （医）葵会 西区大字清河寺６８５番地１ 048-621-1155 150

3 高齢者ケアセンターゆらぎ （医）新生会 西区大字西遊馬１５５６番地 048-626-0660 100

4 ケア大宮花の丘 （医）丸山会 西区大字内野本郷９７５番地５ 048-620-2400 150

5 老人保健施設春陽苑 （福）むつみ会 西区大字飯田新田９１番地１ 048-620-5566 100

6 介護老人保健施設びわの葉 （医）三慶会 西区大字宝来１３４８番地１ 048-623-1102 90

7 介護老人保健施設トワーム指扇 （医）松弘会 西区大字宝来５９１番地 048-620-6660 100

8 介護老人保健施設ボヌール （医）愛仁会 北区吉野町２丁目１３６５番地 048-661-8223 100
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9
介護老人保健施設ハートランド
大宮

（医）聖蹟会 北区奈良町１２０番地２ 048-662-7777 128

10 介護老人保健施設みやびの里 （医）誠恵会 北区別所町９２０番地 048-668-1020 150

11
介護老人保健施設アーバンみら
いハートランド東大宮

（医）聖蹟会 見沼区春野２丁目９番２２号 048-682-7055 154

12 介護老人保健施設あすか （福）瑞泉 見沼区染谷３丁目４３０番地１ 048-687-7771 100

13 ハートケア東大宮 （医）協友会 見沼区大字風渡野４５番地 048-682-6821 146

14 高齢者ケアセンターのぞみ （医）新生会 見沼区大字片柳１３８７番地１ 048-680-1111 100

15
老人保健施設大宮ナーシング・
ピア

（福）欣彰会 見沼区大字片柳１５５０番地 048-686-1890 52

16 エリジオン大和田 （医）興仁会 見沼区大和田町２丁目１３９３番地１ 048-688-3631 74

17 介護老人保健施設七里 （医）久幸会 見沼区東宮下１丁目１５２番地１ 048-884-8201 100

18 老人保健施設うらわの里 （医）栄寿会 桜区西堀８丁目４番１号 048-855-7811 100

19
介護老人保健施設ファインハイ
ム

（福）安誠福祉会 桜区大字宿３７２番地１ 048-856-0001 150

20
埼玉メディカルセンター附属介
護老人保健施設

（独）地域医療機能推進機構 浦和区北浦和５丁目２番７号 048-834-3700 100

21 介護老人保健施設葵の園・浦和 （医）葵会 南区内谷５丁目２４番１号 048-872-2121 100

22 介護老人保健施設尚和園 （福）埼玉県共済会 緑区原山３丁目１５番３１号 048-887-1340 100

23 介護老人保健施設あさがお （医）アンフルール 緑区大字大崎３３８５番地１ 048-878-7188 150

24
介護老人保健施設エスポワール
さいたま

（医）明雄会 緑区大字大門１５４８番地７ 048-812-1277 100

25 介護老人保健施設きんもくせい
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

緑区馬場１丁目７番地１ 048-875-2000 100

26
介護老人保健施設岩槻ライトケ
ア

（医）ひかり会 岩槻区大字馬込１２９２番地６ 048-758-2330 80

27
介護老人保健施設エスポワール
岩槻

（医）明雄会 岩槻区大字表慈恩寺５４１番地１ 048-793-3612 100

28
老人保健施設ひかりナーシング
ピア

（医）ひかり会 岩槻区大字平林寺１０８番地 048-758-2324 72

※設置はさいたま市

(10) 有料老人ホーム
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1
介護付有料老人ホームみんなの
家・三橋６丁目

（株）ウイズネット 西区三橋６丁目３９３番地１ 048-621-2211 36

2
介護付有料老人ホームすこや
家・大宮佐知川

（株）ウイズネット 西区大字佐知川１１４４番地１ 048-620-6516 60

3 西おおみや翔裕館 （株）関東サンガ 西区大字指扇３６２４番地 048-621-4165 20
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4
ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ西大
宮

ＳＯＭＰＯケアネクスト（株） 西区大字指扇３９２２番地１ 048-620-4165 74

5
マザーグランジュ・ウエスト中
釘

（株）ウェルネス 西区大字中釘２１４３番地７ 048-623-5854 43

6
介護付有料老人ホームたのしい
家さいたま指扇

（株）ケア２１ 西区大字土屋１７２９番地１ 048-621-3021 50

7 ホームステーションらいふ指扇 （株）らいふ 西区大字土屋２４２番地１ 048-622-3900 45

8 さわやかおおみや館 （株）さわやか倶楽部 西区大字内野本郷１０８２番地１ 048-788-2499 50

9 ニチイケアセンター内野本郷 （株）ニチイ学館 西区大字内野本郷１０８５番地１ 048-621-1161 60

10
介護付有料老人ホームみんなの
家・大宮内野本郷

（株）ウイズネット 西区大字内野本郷４７７番地１ 048-620-7811 休止中

11 ル・レーヴ大宮北 （株）東日本福祉経営サービス 北区吉野町１丁目３７番地５ 048-607-8000 30

12 ベストライフ大宮北 （株）ベストライフ 北区吉野町１丁目４５番地１０ 048-669-1333 51

13
介護付有料老人ホームみんなの
家・大宮吉野町

（株）ウイズネット 北区吉野町２丁目２１４番地３ 048-669-2211 33

14 悠楽里おおみや ライフサポート（株） 北区宮原町１丁目４６番地１ 048-660-5431 58

15 すこや家宮原 （株）ウイズネット 北区宮原町１丁目５３０番地 048-662-3125 12

16
有料老人ホームサニーライフ埼
玉

（株）川島コーポレーション 北区宮原町２丁目１２４番地７ 048-666-3600 105

17 アドニスプラザ大宮 （株）誠愛苑 北区宮原町３丁目３７４番地 048-651-3500 77

18
介護付有料老人ホームみんなの
家・大宮櫛引

（株）ウイズネット 北区櫛引町２丁目１３７番地１ 048-669-7555 42

19 大宮明生苑 （株）明昭 北区櫛引町２丁目３２７番地 048-661-0808 80

20 ニチイホーム大宮公園 （株）ニチイケアパレス 北区植竹町１丁目６９番地 048-669-5111 65

21 ボンセジュール大宮 （株）ベネッセスタイルケア 北区大成町４丁目２１０番地 048-661-5595 41

22
介護付有料老人ホームみんなの
家・土呂栄光荘

（株）ウイズネット 北区土呂町１５２０番地１ 048-662-8055 63

23 ラ・ナシカさいたま （株）シダー 北区奈良町２２番地９ 048-661-5088 60

24
介護付有料老人ホームすこや
家・大宮日進

（株）ウイズネット 北区日進町１丁目１９８番地４ 048-662-7685 36

25 ニチイホーム大宮 （株）ニチイケアパレス 北区日進町２丁目１３３４番地 048-662-5330 54

26 アンサンブル大宮日進
メディカル・ケア・サービス
（株）

北区日進町２丁目１９１４番地１ 048-669-6300 150

27 応援家族大宮 （株）木下の介護 北区日進町３丁目５９０番地 048-662-5708 54

5 - 4 - 26



資料編 第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

28 ライフコミューン大宮北 （株）木下の介護 北区別所町１６番地３ 048-665-6090 30

29 ガーデンテラス大宮公園
シマダリビングパートナーズ
（株）

北区盆栽町４３４番地１ 048-665-0088 42

30 ニチイホームさいたま新都心 （株）ニチイケアパレス 大宮区吉敷町４丁目２５５番地１ 048-650-0821 79

31 イリーゼ大宮櫛引 長谷川介護サービス（株） 大宮区櫛引町１丁目１２７番地１ 048-661-5761 52

32
有料老人ホームサニーライフ大
宮

（株）川島コーポレーション 大宮区三橋１丁目５０７番地２ 048-669-3600 86

33 三橋そよ風ホーム
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

大宮区三橋１丁目８７１番地 048-654-8625 9

34 そんぽの家大宮
ＳＯＭＰＯケアメッセージ
（株）

大宮区三橋２丁目５６１番地１ 048-620-6160 51

35
介護付有料老人ホームみんなの
家・三橋２丁目

（株）ウイズネット 大宮区三橋２丁目７６５番地 048-650-6886 30

36
介護付有料老人ホームみんなの
家・三橋４丁目

（株）ウイズネット 大宮区三橋４丁目５９番地１ 048-620-0120 60

37 ベストライフ大宮 （株）ベストライフ 大宮区上小町１１５１番地１ 048-657-9115 76

38
介護付有料老人ホームみんなの
家・新都心

（株）ウイズネット 大宮区上小町１４４０番地２ 048-657-3231 38

39
介護付有料老人ホームみんなの
家・大宮上小町

（株）ウイズネット 大宮区上小町１４８１番地１ 048-658-3710 30

40 有料老人ホーム大宮やわらぎ苑 （株）川島コーポレーション 大宮区上小町４６４番地 048-658-1800 60

41 アンサンブル大宮
メディカル・ケア・サービス
（株）

大宮区上小町９６０番地５ 048-650-0506 99

42
メディカル・リハビリホームま
どか大宮

（株）ベネッセスタイルケア 大宮区浅間町２丁目１８３番地 048-650-2122 58

43 ライフコミューン大宮東 （株）木下の介護 大宮区天沼町２丁目１５０番地１ 048-647-6090 66

44 聖蹟プライムケアコート東大宮 （株）フォープロプス 見沼区春野２丁目１０番２５号 048-682-3939 32

45 聖蹟プライムコート東大宮 （株）フォープロプス 見沼区春野２丁目１０番２５号 048-682-2040 278

46
介護付有料老人ホームみんなの
家・七里新堤

（株）ウイズネット 見沼区大字新堤１１６番地１ 048-682-1080 39

47 ニチイケアセンター大谷 （株）ニチイ学館 見沼区大字大谷１７７番地７ 048-682-1855 60

48 グレスコート見沼 （株）ウェルネス 見沼区大字大谷２７７番地１ 048-687-3051 35

49 有料老人ホームソラスト大宮東 （株）ソラスト 見沼区大字大谷６番地 048-681-6601 50

50
ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ大宮
弐番館

ＳＯＭＰＯケアネクスト（株） 見沼区大字中川１０６２番地１ 048-687-4165 61

51 ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ大宮 ＳＯＭＰＯケアネクスト（株） 見沼区大字中川１０９０番地１ 048-684-1122 71
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52 イリーゼ大宮大和田 長谷川介護サービス（株） 見沼区大字南中丸１０３９番地１ 048-682-5721 64

53
介護付有料老人ホームみんなの
家・南中丸

（株）ウイズネット 見沼区大字南中丸２０６番地６ 048-682-6700 36

54 そんぽの家大宮見沼
ＳＯＭＰＯケアメッセージ
（株）

見沼区大字南中丸３１７番地２ 048-682-3121 53

55
有料老人ホームソラスト大宮見
沼

（株）ソラスト 見沼区大字南中丸６３０番地 048-682-3331 55

56
コンフォータブル・プラス南中
丸

（株）ウェルハウス 見沼区大字南中丸６７５番地 048-876-8765 76

57
介護付き有料老人ホームみんな
の家・南中野

（株）ウイズネット 見沼区大字南中野１０５１番地１ 048-682-3211 45

58 大宮東ケアパークそよ風
（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

見沼区大字南中野１１１７番地３ 048-681-5130 70

59 見沼ひばり館 （株）ケアプランニング 見沼区大字蓮沼１４５０番地 048-872-7557 62

60 ロイヤルレジデンス大宮 （株）社会福祉総合研究所 見沼区大字蓮沼７５番地２ 048-682-1000 80

61 サンスーシ大和田 （株）誠愛苑 見沼区大和田町１丁目１００２番地 048-682-6088 54

62 センチュリーシティ大宮公園 （株）センチュリーライフ 見沼区大和田町１丁目１２７５番地 048-686-8088 170

63 やわら樹の里 （医）全仁会 見沼区大和田町１丁目３４５番地 048-683-0438 71

64
介護付有料老人ホームみんなの
家・大和田

（株）ウイズネット 見沼区大和田町１丁目５２５番地１ 048-681-7717 60

65 ベストライフ東大宮 （株）ベストライフ 見沼区東大宮６丁目９番地２ 048-682-3516 75

66 ニチイケアセンター堀崎 （株）ニチイ学館 見沼区堀崎町１２２８番地１ 048-682-1137 64

67 あいらの杜埼玉与野 （株）はれコーポレーション 中央区円阿弥２丁目１１番２２号 048-840-6781 50

68 リアンレーヴさいたま新都心 （株）木下の介護 中央区円阿弥３丁目２番３０号 048-799-3537 46

69
有料老人ホームサニーライフ与
野本町

（株）川島コーポレーション 中央区円阿弥４丁目７番２１号 048-859-3600 67

70
介護付有料老人ホームみんなの
家・中央区円阿弥

（株）ウイズネット 中央区円阿弥５丁目５番１７号 048-859-7200 休止中

71 メディカルケアホーム与野中央 （医）博 会 中央区上峰３丁目６番２号 048-829-7853 51

72
有料老人ホームサニーライフ北
与野

（株）川島コーポレーション 中央区上落合２丁目９番１１号 048-853-2700 62

73 まどかさいたま新都心 （株）ベネッセスタイルケア 中央区上落合４丁目２番１６号 048-851-4640 54

74 ベストライフ与野 （株）ベストライフ 中央区上落合８丁目１０番１３号 048-851-6767 66

75
介護付有料老人ホームみんなの
家・与野公園

（株）ウイズネット 中央区本町東５丁目６番５号 048-851-2727 60
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76 ライフコミューン南与野 （株）木下の介護 中央区鈴谷２丁目１２３４番地５ 048-711-6266 66

77 そんぽの家南与野
ＳＯＭＰＯケアメッセージ
（株）

中央区鈴谷４丁目９番１１号 048-859-6363 42

78 ベストライフさいたま （株）ベストライフ 中央区鈴谷５丁目２番５号 048-840-0571 63

79 悠楽里さいたま中央 ライフサポート（株） 中央区鈴谷８丁目２番５号 048-857-4165 54

80 家族の家ひまわり与野 （株）三英堂商事 中央区鈴谷８丁目３番８号 048-840-2080 52

81 あずみ苑グランデ桜 （株）アズ・ライフケア 桜区栄和６丁目１４番３号 048-853-4165 50

82 浦和さくら翔裕館 （株）関東サンガ 桜区桜田２丁目９番１０号 048-711-6580 40

83 リハビリホームまどか中浦和 （株）ベネッセスタイルケア 桜区西堀１丁目１８番２６号 048-710-1165 54

84 アズハイム中浦和 （株）アズパートナーズ 桜区西堀２丁目２１番９号 048-837-1590 72

85
介護付有料老人ホームみんなの
家・中浦和

（株）ウイズネット 桜区西堀６丁目９番１号 048-872-3300 36

86
コンフォータブル・プラス下大
久保

（株）ウェルハウス 桜区大字下大久保１０番地２ 048-826-6039 40

87 サンスーシ北浦和 （株）誠愛苑 桜区大字下大久保８１番地２ 048-857-6518 69

88 ニチイホーム与野本町 （株）ニチイケアパレス 桜区大字上大久保９３２番地１ 048-851-0661 66

89 ミモザ浦和 ミモザ（株） 桜区大字神田７１５番地 048-851-2030 29

90
介護付有料老人ホームたのしい
家さいたま南与野

（株）ケア２１ 桜区南元宿１丁目２番２９号 048-872-8120 53

91 まどか浦和上木崎 （株）ベネッセスタイルケア 浦和区上木崎４丁目７番２８号 048-814-3700 58

92 ニチイホーム北浦和 （株）ニチイケアパレス 浦和区大東２丁目３番１１号 048-813-3181 66

93
メディカル・リハビリホームま
どか北浦和

（株）ベネッセスタイルケア 浦和区本太３丁目３６番１８号 048-813-5266 57

94
介護付有料老人ホーム浦和やわ
らぎ苑

（株）川島コーポレーション 浦和区本太３丁目４番１３号 048-884-0005 39

95
コミュニケア２４さいたま浦和
館

（株）リエイ 浦和区本太５丁目３９番１１号 048-813-7373 18

96 センチュリーシティ北浦和 （株）センチュリーライフ 浦和区領家６丁目３番１４号 048-834-8031 58

97
メディカル・リハビリホームま
どか浦和領家

（株）ベネッセスタイルケア 浦和区領家７丁目５番２２号 048-823-7023 54

98
メディカルホームまどか武蔵浦
和

（株）ベネッセスタイルケア 南区四谷３丁目１３番２０号 048-710-7001 54

99 イリーゼ中浦和 長谷川介護サービス（株） 南区鹿手袋２丁目６番２０号 048-710-8801 63
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100 ライフハウス浦和 （株）生活科学運営 南区鹿手袋４丁目３１番１０号 048-865-2811 116

101 ライフハウス浦和２ （株）生活科学運営 南区鹿手袋５丁目３番５号 048-862-8588 39

102
スマイリングホームメディス武
蔵浦和

グリーンライフ東日本（株） 南区鹿手袋５丁目５番６号 048-865-6911 44

103 アースサポートクオリア東浦和 アースサポート（株） 南区大字大谷口２３４８番地４ 048-810-6800 60

104
介護付有料老人ホームル・レー
ヴ南浦和

（株）メディカル・デザイン 南区大字大谷口９６７番地１ 048-678-5001 75

105 ル・レーヴ南浦和さくら館 （株）東日本福祉経営サービス 南区大字大谷口９７２番地７ 048-799-2710 41

106 ラヴィ南浦和Ⅱ （株）ベストライフ 南区大谷場１丁目１４番１６号 048-813-8251 50

107
ＳＯＭＰＯケアラヴィーレ武蔵
浦和

ＳＯＭＰＯケアネクスト（株） 南区辻５丁目８番３号 048-710-4165 73

108 ベストライフ南浦和 （株）ベストライフ 南区南浦和２丁目１０番３号 048-813-6980 93

109 ボンセジュール南浦和 （株）ベネッセスタイルケア 南区南浦和２丁目９番３号 048-811-1305 38

110
有料老人ホームライフ＆シニア
ハウス南浦和

（株）生活科学運営 南区南本町１丁目４番１２号 048-710-8081 105

111 医心館南浦和 （株）アンビス 南区南本町２丁目１１番１４号 048-822-1221 29

112 グランダ武蔵浦和 （株）ベネッセスタイルケア 南区白幡６丁目１０番１５号 048-844-3280 60

113 ジョイライフさいたま （株）ジョイライフ 南区文蔵３丁目２３番５号 048-866-7161 50

114
有料老人ホームサニーライフ南
浦和

（株）川島コーポレーション 南区文蔵３丁目２５番１号 048-865-0027 86

115 アズハイム南浦和 （株）アズパートナーズ 南区文蔵３丁目３１番１２号 048-710-9330 60

116 浦和別邸闢 （医）泰百真満 南区別所２丁目２４番３号 048-762-7188 46

117 あんしんホーム浦和芝原 （株）ヴァティー 緑区芝原３丁目１４番地１ 048-767-3162 50

118
介護付有料老人ホームみんなの
家・東浦和２

（株）ウイズネット 緑区大字大間木１６７７番地１ 048-810-6200 33

119
介護付有料老人ホームすこや
家・東浦和

（株）ウイズネット 緑区大字大間木５５０番地１ 048-810-5262 36

120 ニチイホーム東浦和 （株）ニチイケアパレス 緑区大字大間木８１６番地 048-810-6677 70

121 グランパル美園 （株）ウェルネス 緑区大字大崎１７５０番地１ 048-812-0056 36

122 アンサンブル浦和
メディカル・ケア・サービス
（株）

緑区大字大門１６０５番地３ 048-812-1161 77

123 浦和みその翔裕館 （株）関東サンガ 緑区大字大門２５７４番地 048-762-3965 20
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124 イリーゼ浦和大門 長谷川介護サービス（株） 緑区大字大門８０８番地 048-812-1206 93

125 アズハイム東浦和 （株）アズパートナーズ 緑区東浦和２丁目２２番地３ 048-876-5880 77

126 未来倶楽部東浦和 （株）未来設計 緑区東浦和３丁目１１番地３ 048-712-0301 54

127
ホームステーションらいふ東浦
和

（株）らいふ 緑区東浦和５丁目２７番地１３ 048-810-4555 54

128
介護付有料老人ホームみんなの
家・東浦和３

（株）ウイズネット 緑区東浦和７丁目２９番地４ 048-810-6565 33

129
有料老人ホームサニーライフ東
浦和

（株）川島コーポレーション 緑区東浦和８丁目１番地２ 048-615-3600 161

130
さいたまケアコミュニティそよ
風

（株）ユニマットリタイアメン
ト・コミュニティ

緑区道祖土１丁目７番３９号 048-813-8471 67

131 レジデンス浦和美園 （株）エルダリーリビング 緑区美園５丁目４３番地１０ 048-878-5691 33

132 さわやかいわつき館 （株）さわやか倶楽部 岩槻区加倉４丁目２１番３０号 048-790-2800 47

133
介護付有料老人ホームヒューマ
ンサポート岩槻

（株）日本ヒューマンサポート 岩槻区上野６丁目３番地１０ 048-793-3600 80

134 サニープレイス （有）太陽 岩槻区大字古ヶ場５７１番地１５ 0480-24-1833 8

135 ローズ・ヴィラ （有）バンビ学園 岩槻区大字増長１１２番地 048-799-1151 50

136 イリーゼ東岩槻 長谷川介護サービス（株） 岩槻区東岩槻１丁目８番９ 048-793-0761 57

137 メディカルホームここち東岩槻 （株）ベネッセスタイルケア 岩槻区東岩槻２丁目１番地１ 048-793-0020 51

138 ふるさとホーム岩槻 （株）ヴァティー 岩槻区本丸３丁目１９番３３号 048-749-6100 39

(11) サービス付高齢者向け住宅
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 三橋ナーシングホーム （福）相愛福祉会 西区三橋５丁目５６０番地１ 048-871-9550 100

2 イリーゼ西大宮 長谷川介護サービス（株） 西区三橋６丁目１２３５番地１ 048-620-5011 57

3 ハーモニーライフ大宮
メディカル・ケア・プランニン
グ（株）

西区三橋６丁目３２２番地１ 048-623-6600 60

4 西おおみや翔裕館 （株）関東サンガ 西区大字指扇３６２４番地 048-614-1541 39

5 グランドマストアクティブ宮原 積和グランドマスト（株） 北区宮原町１丁目６９７番地１ 048-644-1811 32

6 グランドマストやさしえ宮原 積和グランドマスト（株） 北区宮原町１丁目６９７番地２ 048-662-3810 40

7 リアンレーヴ大宮 （株）木下の介護 北区植竹町１丁目７６６番地１ 048-661-3861 58

8 エクラシア大宮 （株）ウェルオフ 北区大成町４丁目８３番地５ 050-6865-6192 63
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9 スタイルケア緑の森小池ホーム （株）緑の森 北区土呂町２丁目２３番地８ 048-661-0727 44

10 ハーウィル大宮土呂 白馬メディケアサービス（株） 北区土呂町２丁目５０番地５ 24

11 みんなの家・大宮奈良町 （株）ウイズネット 北区奈良町３９番地４ 28

12 なごやかレジデンス大宮日進 （株）やまねメディカル 北区日進町２丁目１８５１番地１ 048-661-1140 30

13 トミオさいたま桜テラス （株）トミオケア 北区本郷町４６０番地 048-776-9302 46

14
アイリスガーデンさいたま新都
心

（株）ニチイケアパレス 大宮区吉敷町４丁目２５５番地１ 22

15 にここ大宮 （株）ヘリオス・Ｅａｓｔ 大宮区三橋２丁目６７３番地１ 048-644-3915 24

16 ホームステーションらいふ大宮 （株）らいふ 大宮区浅間町１丁目１８１番地 048-691-1165 48

17 フォーライフ七里 （株）ケアサービス 見沼区春岡２丁目４７番地６ 048-682-0701 50

18 ロイヤルレジデンス見沼 （株）社会福祉総合研究所 見沼区大字大谷３８８番地１ 048-878-8683 36

19 ハーベストさいたま （株）川商アドバンス 見沼区大字中川５９番地 048-684-7756 48

20 フォーライフ大宮公園第２ （株）ケアサービス 見沼区大字南中丸２５０番地１ 048-682-1166 32

21 フォーライフ大宮公園 （株）ケアサービス 見沼区大字南中丸２５４番地２ 048-682-3917 30

22 エクラシアさいたま見沼 （株）ウェルオフ 見沼区大字南中野１３０番地１ 050-6865-6187 38

23 イルミーナおおみや ケアサポート（株） 見沼区大字南中野９５０番地１ 048-640-5558 47

24 なごやかレジデンス東大宮 （株）やまねメディカル 見沼区島町３０１番地 048-681-7171 22

25 ディーフェスタ東大宮 大和リビング（株） 見沼区東大宮２丁目６番地２ 48

26 ザ・ウィングホーム和楽久 （医）風凛香 見沼区堀崎町１６２３番地 22

27 まどか南与野 （株）ベネッセスタイルケア 中央区大戸３丁目１２番８号 048-823-8030 56

28 ジュネスライフアネックス （有）鯰江商事 中央区八王子１丁目７番１５号 048-813-7582 37

29
ホームステーションらいふ与野
本町

（株）らいふ 中央区鈴谷６丁目１２番１０号 048-829-9431 57

30 サンライズ栄和 ベアーズ（株） 桜区栄和１丁目８番１０－３号 048-717-2230 7

31 ハーウィル中浦和 白馬メディケアサービス（株） 桜区西堀７丁目１７番３６号 21

32 エクラシア与野 （株）ウェルオフ 桜区大字神田７２番地 30
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33 センチュリーテラス白鍬 ミサワホーム不動産（株） 桜区大字白鍬７３６番地８ 048-840-5080 56

34
岩﨑内科診療所併用高齢者住宅
イシとス浦和岸町

岩﨑良二 浦和区岸町７丁目１番２号 048-824-1207 41

35 ヒューマンライフケア浦和の樹 ヒューマンライフケア（株） 浦和区東高砂町４番１号 048-811-1865 66

36 アイリスガーデン北浦和 （株）ニチイケアパレス 浦和区北浦和５丁目１３番６号 48

37 至誠の杜 医療法人至誠堂（社団） 浦和区北浦和５丁目１５番４５号 50

38 リハビリの家北浦和 （医）青木会 浦和区木崎２丁目２５番２０号 048-711-6812 29

39 センチュリーハウス武蔵浦和 （株）センチュリーライフ 南区鹿手袋４丁目３２番３０号 048-710-5710 66

40 リハビリの家西浦和 （医）青木会 南区松本２丁目１８番１４号 048-711-6691 34

41 ハーウィル浦和かわせみの郷 白馬メディケアサービス（株） 南区大字大谷口１５０１番地 17

42 彩花の丘 （株）埼玉育陽会 南区辻３丁目３番１５号 73

43 エクラシア南浦和 （株）ウェルオフ 南区辻７丁目２番２号 050-6865-3773 32

44 カーサ・ラ・ヴィータ南浦和 （福）星風会 南区辻７丁目５番２５号 0282-27-3969 25

45 ハーウィル南浦和 白馬メディケアサービス（株） 南区南浦和１丁目２１番１２号 0480-55-0808 15

46 イルミーナみどり ケアサポート（株） 緑区芝原１丁目１３番地５ 048-640-5558 50

47 アミカの郷北浦和 （株）ＨＣＭ 緑区大字三室１６２４番地１ 048-810-5110 43

48 悠楽館 （有）浅子 緑区大字大牧２１３３番地１ 12

49 ハーウィル東川口 白馬メディケアサービス（株） 緑区大字大門８８７番地３ 25

50 ご隠居長屋和楽久浦和 （株）ヘリオス・Ｅａｓｔ 緑区大字中尾６６１番地１ 048-875-8118 22

51 なごやかレジデンス東浦和 （株）やまねメディカル 緑区東浦和４丁目２６番地９ 048-810-5611 24

52 なごやかレジデンス岩槻 （株）やまねメディカル 岩槻区加倉４丁目２６番２９号 048-790-5071 25

53
やさしい手シニアリビングやさ
しえいわつき

（株）やさしい手さいたま南 岩槻区大字南辻２２番地２ 048-757-1010 40

(12) 老人福祉センター等
№ 施設名 設置及び運営 所在地 電話 定員

1 健康福祉センター西楽園 シンコースポーツ（株）　※ 西区大字宝来６０番地１ 048-624-0486

2 老人福祉センター馬宮荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

西区大字西遊馬５３３番地１ 048-625-8825
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3 老人福祉センターしもか荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

北区日進町１丁目８００番地
１０５

048-668-1445

4 ふれあいセンターしらぎく （福）育成会 大宮区天沼町１丁目１５０番地１ 048-648-4762

5 老人福祉センターあずま荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

大宮区東町２丁目１０５番地 048-642-1266

6 老人福祉センター東楽園
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

見沼区大字膝子１１５１番地１ 048-686-1033

7 老人福祉センターいこい荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

中央区下落合５丁目１１番１２号 048-853-6868

8 老人福祉センター寿楽荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

桜区大字下大久保７２７番地１ 048-854-2800

9 老人福祉センター仲本荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

浦和区東仲町２８番１５号 048-762-8405

10
老人福祉センター武蔵浦和荘
（シニアふれあいセンターサウ
スピア）

オーエンス・アイルグループ
※

南区別所７丁目２０番１号 048-844-7230

11 老人福祉センター和楽荘
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

緑区大字三室２４５８番地 048-873-5585

12 老人福祉センター槻寿苑
（福）さいたま市社会福祉事業
団　※

岩槻区大字笹久保１３９３番地 048-798-8088

※設置はさいたま市

(13) 老人憩いの家
№ 施設名 設置及び運営　※ 所在地 電話 定員

1 植水老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

西区大字中野林１７４番地１ 048-625-1908

2
老人憩いの家（高齢者生きがい
活動センター内）

（公社）さいたま市シルバー人
材センター

北区植竹町１丁目５９３番地１ 048-667-2225

3 本郷老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

北区本郷町１０６５番地３ 048-664-7551

4 宮原老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

北区宮原町４丁目６６番地１３ 048-667-3808

5 天沼老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

大宮区天沼町１丁目１９４番地 048-645-7988

6 三橋老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

大宮区三橋２丁目５９番地 048-644-2978

7 三橋老人憩いの家分館
（福）さいたま市社会福祉事業
団

大宮区三橋２丁目２５９番地１ 048-645-7301

8 片柳老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

見沼区大字東新井７１０番地７８ 048-687-4525

9 春野老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

見沼区春野１丁目７番１号 048-686-6690

10 与野本町老人憩いの家
（福）さいたま市社会福祉事業
団

中央区本町東５丁目１７番２５号 048-855-5655

11 老人憩いの家ふれあいプラザ
（公財）さいたま市文化振興事
業団

岩槻区東岩槻６丁目６番地 048-756-6000

※設置は全てさいたま市
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№ 事　　業　　所　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 多機能型事業所大宮ゆめの園 西区中野林 ６５３－１ 623-1810 民設／民営

2 多機能型事業所あかしあの森 西区塚本町３－１３９－１ 625-5100 民設／民営

3
さいたま市障害者福祉施設春光園うえみ
ず

西区佐知川２９９－１６ 625-3171 公設／民営（事業団）

4 ニコニコふぁーむ 西区中釘２１７２－１ 626-1909 民設／民営

5
障害福祉サービス事業所　ウェントス指
扇

西区指扇１３９５－１ 621-3277 民設／民営

6 やじろべえ 西区西遊馬２１８０－１ 626-1909 民設／民営

7 楽しいわが家生活介護事業所 西区三橋６－２１－２ 620-6373 民設／民営

8 湯澤トレーニングセンター 西区西遊馬２－３ 620-0255 民設／民営

9 生活介護事業所　みらいと 西区植田谷本４０２－２ 729-7330 民設／民営

10 さいたま西部生活支援センター 西区西大宮４－２－３ 625-5100 民設／民営

11 ありがとう生活介護事業所 西区指扇１７１１－１　ガレリア西大宮 729-7981 民設／民営

12 生活介護事業所　ゆいまーる 西区西大宮１－３２－８ 728-4613 民設／民営

13 すこやか倶楽部 西区三橋５－１０１０（湯けむり横丁内） 625-5100 民設／民営

14 どっぽカフェ 西区西大宮３－１９－１２ 620-3800 民設／民営

15 西大宮プロダクツ 西区西大宮３－６２－４１ 625-5100 民設／民営

16
さいたま市大砂土障害者デイサービスセ
ンター

北区本郷町１７－７ 653-2755 公設／民営（事業団）

17 日進職業センター 北区日進町３-１５１ 666-3434 民設／民営（事業団）

18 生活介護事業いーはとーぶ 北区土呂町１－５－４ 662-5800 民設／民営

19 さくら 北区宮原町２－４５－７ 663-2940 民設／民営

20 歩歩舎 北区植竹町２－４－１４ 652-1388 民設／民営

21 織の音工房 北区宮原町３－４７３ 653-1355 民設／民営

22 多機能型事業所街のステーション
北区土呂町１－１７－２　グランパレス堀口１０
１

662-5800 民設／民営

23 大空 北区宮原町３－４７３　第２赤間ビル３階 788-2661 民設／民営

24 きらめき 北区日進町２－１８１１－７ 788-2170 民設／民営

25 ひびき 北区宮原町３－４８１－２　赤間ビル２階 782-8357 民設／民営

26 どっぽジョブセンター 北区日進町２－１７６８－３ 788-1222 民設／民営

27 うらら 北区宮原町２－８８－１　第３島栄ビル２階 788-1939 民設／民営

28 きずな工房 北区本郷町１６６－１ 788-2533 民設／民営

29 あおぞら 北区日進町３－１３６－２　ヴェリス宮原２階 729-6553 民設／民営

30 クオ・ヴァディス 北区盆栽町５１４－１０ 788-3976 民設／民営

２-１　障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業

（１）障害福祉サービス事業所
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31
ＭＣＳハートフルＡ（株）　さいたまセン
ター

北区吉野町２－１８９－１４ 669-8000 民設／民営

32 朗真堂
北区大成町４－３５－４
大宮鉄博２Ｆ

782-9003 民設／民営

33 ミライズ土呂 北区土呂町１－３９－４ 871-8939 民設／民営

34 ノア
北区宮原町１－８５３－８　ウェルネスキューブ
大宮５階

729-7729 民設／民営

35 朗真堂カラーズ 北区大成町４－７６－１－１０１ 782-9003 民設／民営

36 プレノワ 北区東大成町１－４５７－１ 782-9216 民設／民営

37 就労継続支援施設よもの木 大宮区三橋１－８１５－１ 654-2700 民設／民営

38 あゆみ舎 大宮区堀の内町１－３７　一武ビル１０３号 648-2555 民設／民営

39 ルポーズ 大宮区天沼町１－１３６－２ 657-0202 民設／民営

40 大宮太陽の家 大宮区北袋町２－３９４－２ 650-7671 民設／民営

41 エバーグリーン大宮
大宮区桜木町４－７３－１　桜木町志村ビル２
階

780-2807 民設／民営

42 ユウノキ 大宮区高鼻町１-３７-２　昌栄ビル２Ｆ・３Ｆ 645-0199 民設／民営

43 ウェルビー大宮センター 大宮区大門町３－６１　第２GSビル５階 640-5010 民設／民営

44 就労移行支援事業所ライトハウス 大宮区吉敷町１－８９　６Ｆ 788-1490 民設／民営

45 ハローワールド大宮 大宮区吉敷町１－６２　マレーS・Tビル３F－C 658-1844 民設／民営

46 夢工房大宮
大宮区土手町１－１３－３　レヴィハイデンス１
F

650-5711 民設／民営

47 LITALICOワークス大宮 大宮区下町１－４２－２　ＴＳ－５ＢＬＤＧ５Ｆ 658-0061 民設／民営

48 Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ大宮Ｏｆｆｉｃｅ 大宮区仲町２－２５　松亀プレジデントビル２Ｆ 783-4245 民設／民営

49 夢工房大宮東口 大宮区宮町１－１７　飯田ビル２Ｆ 657-6777 民設／民営

50 ミラトレさいたま 大宮区宮町２－８１　いちご大宮ビル６Ｆ 　729-6403 民設／民営

51 エバーグリーン大宮北
大宮区大成町２－１８８　安田第五マンション２
Ｆ

729-6723 民設／民営

52 多機能型事業所来楽大宮 大宮区大成町３－４０４－１　ＬＨビル２階 871-5480 民設／民営

53 Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ大宮第２Ｏｆｆｉｃｅ 大宮区宮町１－８６－１　大宮イーストビル５F 783-5946 民設／民営

54 ＬＩＦＥ 大宮区土手町３－１６５－９　昌栄ＭＩビル１階 711-7013 民設／民営

55 ニューロワークス　大宮センター 大宮区大門町３－１９７　星野第２ビル２階Ｃ 729-7390 民設／民営

56 ディーキャリア　大宮第二オフィス
大宮区桜木町４－２０９　第３バーディトライビ
ル３階

729-7755 民設／民営

57 オフィスキュア 大宮区大成町３－５１３　セブンビル３Ｆ 729-6348 民設／民営

58 ＣｏｃｏｒｐｏｒｔＣｏｌｌｅｇｅ大宮キャンパス
大宮区桜木町４－２０９　第３バーディートライ
ビル６階

788-4381 民設／民営

59
さいたま市障害者福祉施設春光園けや
き

見沼区宮ケ谷塔１－２８０ 687-8517 公設／民営（事業団）

60 多機能型大谷事業所 見沼区大谷１２６４ 683-8440 民設／民営

61 あいこう 見沼区中川１０８０－１ 683-4831 民設／民営

62 きらり 見沼区深作２－６－２ 681-7711 民設／民営

63 サポートステーションやどかり 見沼区中川５６２ 687-2834 民設／民営

64 エンジュ 見沼区南中野２８６－１ 686-7875 民設／民営
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65 仲良し作業所 見沼区東大宮５－４７－１ 675-7750 民設／民営

66 すてあーず 見沼区南中野８４４－２２ イエローハウス 687-4483 民設／民営

67 やどかり情報館 見沼区染谷１１７７－４ 680-1891 民設／民営

68 そめや共同作業所 見沼区染谷２－１４５ 684-1101 民設／民営

69 あざみ共同作業所 見沼区染谷２－１４５ 684-1632 民設／民営

70 みどり園 見沼区山２２－１ 884-9772 民設／民営

71 春里どんぐりの家 見沼区小深作１８６－２ 682-2146 民設／民営

72 ななほし 見沼区東宮下１－６８ 681-7744 民設／民営

73 ＮＥＸＴ　ＡＩＲ 見沼区東大宮４－９－３　藤倉ビル１階 782-8047 民設／民営

74 ゆいのわ 見沼区大字東新井７１０－１３３ 812-5747 民設／民営

75 グランワークス 見沼区御蔵７０１－１ 872-6630 民設／民営

76 生活介護つむぎ
見沼区東大宮４－３－１１
クレールK　１F

654-0140 民設／民営

77
ワークステーション
つみ喜

見沼区東門前４６１－１ 720-8639 民設／民営

78 自立生活援助ほっとプラス 見沼区東門前２５４－１　CK東門前１０３ 627-4773 民設／民営

79 パスレル東大宮 見沼区東大宮４－９－３　藤倉ビル２階 871-9918 民設／民営

80 ダイアリー 見沼区南中野９３０－１ 682-2151 民設／民営

81 ふくふく　深作作業所 見沼区深作３－２４－２ 797-7271 民設／民営

82 たんぽぽファーム 見沼区御蔵７７１－１２ 872-7808 民設／民営

83 アクセスジョブさいたま 見沼区東大宮５－２－１３　齋藤第１ビル４Ｆ 797-7920 民設／民営

84 多機能型事業所ぱらだいすかふぇ 見沼区片柳１１１２－１０１ 731-8414 民設／民営

85 ＮＥＸＴ　CLASS 見沼区東大宮４－８－４　東大宮駅前ビル１F 788-4315 民設／民営

86
さいたま市与野本町デイサービスセン
ター

中央区本町東４－７－２０ 853-5000 民設／民営

87
さいたま市
かやの木

中央区本町西１－６－３ 855-2355 民設／民営（事業団）

88 風舎 中央区桜丘１－１８９１－１ 854-4854 民設／民営

89 つばさ共同作業所 中央区上峰２－１０－２０ 854-8000 民設／民営

90 NPO法人元気工房 中央区八王子４－１－２０ 851-9373 民設／民営

91 さいたま市みずき園 中央区大戸２－７－２１ 857-6003 公設／民営（事業団）

92 ＬＩＴＡＬＩＣＯワークスさいたま浦和
中央区新中里１－３－３　埼大通りﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ
４階

835-3047 民設／民営

93 きりしき共同作業所 中央区円阿弥１－３－１５　鴻沼福祉会館２階 853-3911 民設／民営

94 tokotoko桜 中央区下落合２－６－５　ＯＳビル２階 831-1414 民設／民営

95 ブライトさいたま
中央区新都心４－１５　フジコー新都心ビル７
階

826-5800 民設／民営

96 ディーキャリア大宮オフィス 中央区上落合８－１５－３　三進ビル３階 749-1758 民設／民営

97 ウーリー与野本町 中央区下落合７－６－８ 627-7798 民設／民営

98 てづくり厨ふぁくとりー 桜区西堀８－９－１８ 857-5388 民設／民営
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99 多機能型事業所浦和ゆめの園 桜区西堀９－９－２３ 840-1780 民設／民営

100 アスタネ 桜区西堀８－３－１５－１ 851-3900 民設／民営

101 しびらき通り商店街 桜区新開１－４－１３ 711-8251 民設／民営

102 けやき 桜区田島７－１９－１１ 762-8300 民設／民営

103 うらわ学園 浦和区領家１－５－２０ 886-7210 民設／民営

104 エバーグリーン浦和北 浦和区常盤９－３４－１０　松村第二ビル２F 826-7170 民設／民営

105 多機能型事業所あした 浦和区針ヶ谷２－９－２　TIハイツ針ヶ谷１F 833-8070 民設／民営

106 グリーンフィンガーズ 浦和区木崎３－２－１６ 823-7772 民設／民営

107 キャリアプラス美蕾（みらい）
浦和区高砂１－２－１　エイペックスタワー浦
和１１９

699-6671 民設／民営

108 アイトライさいたまセンター
浦和区高砂２－１４－１７　浦和マルゼンビル３
Ｆ

711-7467 民設／民営

109 チャレンジドジャパン浦和センター
浦和区岸町７－５－２１　プリミエコート岸町ビ
ル３階

711-7461 民設／民営

110 ほっとラウンジ 浦和区領家４－１５－１０ 824-5848 民設／民営

111 多機能型事業所　アトリエ・モモ 浦和区上木崎６－９－３ 831-1079 民設／民営

112 エバーグリーン浦和 浦和区東高砂町１７-１０　シゲビル２Ｆ 711-5986 民設／民営

113
チャレジョブセンター
浦和

浦和区北浦和４－３－４　オキナヤ北浦和ビ
ル２階

764-8497 民設／民営

114
バンダイナムコウィル
みらいステーション　さいたま

浦和区仲町３－１３－１０　ヤギシタビル２階 827-5071 民設／民営

115 シャローム浦和
浦和区高砂２－６－１８　島田屋ビル本田屋ビ
ル３０３号室

827-1700 民設／民営

116 ITワークス　浦和
浦和区常盤４－１６－９
NYY浦和ビル２０２

707-5231 民設／民営

117 アクセスジョブ浦和 浦和区北浦和４－３－５トンボビル５F 797-7920 民設／民営

118 のびろ作業所 南区太田窪５－１－１ 885-6185 民設／民営

119 デイセンターさくら草 南区太田窪３５０１‐２ 813-7426 民設／民営

120
（株）ハマウラ
福祉工場

南区曲本５-４-１６ 864-9666 民設／民営

121 しらはた作業所 南区白幡５-１１-１５ 864-1400 民設／民営

122 フレンズNET 南区別所３－１６－１１　埼玉ビル２階 838-6863 民設／民営

123 さんご 南区根岸３－８－１４ 837-4546 民設／民営

124 デイセンターアトム 南区太田窪３５０５－８ 811-2525 民設／民営

125 あけぼの作業所 南区辻１－３０－１５　中村ビル２階 866-3258 民設／民営

126 未来工房南浦和
南区南浦和２－３９－１６
第五大雄ビル６Ｂ

811-2121 民設／民営

127 self-A・アイステージ中浦和 南区鹿手袋２－５－５　竹島ビル２階 767-3036 民設／民営

128 未来工房　南浦和 西口 南区南本町１－１０－２　南本町ビル４F 844-5755 民設／民営

129 デイズ 南区大谷口５６９８－１ 711-4050 民設／民営

130 あさひ元気村 南区辻２－１－１６ 789-7551 民設／民営

131 グランシティ 南区太田窪5-28-28 762-6557 民設／民営

132 Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ武蔵浦和Ｏｆｆｉｃｅ 南区白幡３－１０－１１　細淵ビル５F 762-9326 民設／民営
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133
生活サポートセンター
アルト

南区大谷口５８０－１ 090-6716-1837 民設／民営

134 アイトライ武蔵浦和センター
南区別所６－４－２５
NKG別所２F・３F

753-9264 民設／民営

135 のぞみリハビリテーション
南区四谷３－１３－１５　セントエルモ武蔵浦和
１F

711-2401 民設／民営

136 ゆたかカレッジ埼玉キャンパス 南区太田窪５－２７－４ 711-8963 民設／民営

137 ことぶきハウス 南区白幡３－２－７　オリオンビル１Ｆ 829-9598 民設／民営

138 デイセンターかりん 南区大字大谷口１５８４－１ 813-5262 民設／民営

139
さいたま市
大崎むつみの里

緑区大崎３７‐１ 878-3721 公設／民営（事業団）

140 さいどの家 緑区道祖土４－３３－２９ 826-5507 民設／民営

141 エバーグリーン イースト 緑区東浦和１－１７－２　ゆりビル２－B 764-8605 民設／民営

142 瑠璃の家 緑区東浦和７－２４－１ 875-5706 民設／民営

143 あんふぁみーゆ 緑区東浦和１－３－７　パークタウン１階 799-2905 民設／民営

144 就労継続支援　とんぼ
緑区東浦和４‐２７-６
第二磯部マンション２０３

762-8435 民設／民営

145 犬も歩けば・・・。 緑区東大門２－２２－１　アトーレ東大門１Ｆ 829-9663 民設／民営

146 まんま村　そらの郷 緑区大間木１７０１－６ 711-6217 民設／民営

147 障害福祉サービス事業所てとて 緑区三室1431 829-9422 民設／民営

148
さいたま市槻の木
第１やまぶき

岩槻区古ヶ場２-１-１１ 794-5005 公設／民営（事業団）

149 さいたま市槻の木 岩槻区黒谷１１３５‐２ 797-0850 公設／民営（事業団）

150 作業所ひな 岩槻区東岩槻５－２－３　第２池田コーポ 757-8923 民設／民営

151 多機能型事業所わかくさ 岩槻区飯塚１１９８－２ 798-4534 民設／民営

152 障害福祉サービス事業所カーサ岩槻 岩槻区谷下１－１ 749-2777 民設／民営

153 多機能型事業所ぽとふ館 岩槻区岩槻５２５９－６ 720-8200 民設／民営

154 就労継続支援Ｂ型事業所　ゆたか 岩槻区慈恩寺６１８－３ 884-9407 民設／民営

155 ふくふく 岩槻区本町１－１５－５ 884-8743 民設／民営

156 千乃詩 岩槻区徳力２４５－４ 794-8723 民設／民営

157 スタークリエイト 岩槻区本町３－４－１９　第１鈴木ビル２０１ 797-9602 民設／民営

158 ふくふく　東町作業所 岩槻区東町２－７－５ 872-7529 民設／民営

159 リブル 岩槻区府内１－７－７１ 720-8275 民設／民営

160 えーる 岩槻区美園東１－８－１　Lumeto１０５ 878-9446 民設／民営

161 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 岩槻区馬込２１００ 797-6915 民設／民営

162 あおい荘 岩槻区美幸町２番９号 793-5160 民設／民営

163 クラフトBOX 岩槻区太田２－１６－２ 797-7707 民設／民営

164 工房ポルトス 岩槻区仲町１－１２－１６ 872-6005 民設／民営
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1 杉の子学園 西区塚本町１丁目９４番地１ ６２５－５１００ 民設／民営

2 きずなの里 西区大字宝来５０１番地１ ６２１－３３０１ 民設／民営

3 ゆずり葉 西区塚本町１丁目１９１番地９ ６２５－５１００ 民設／民営

4 障害者支援施設しびらき 桜区新開３丁目３番１７号 ８３９－３９１０ 民設／民営

5 埼玉県障がい者共同作業所 南区鹿手袋４丁目２７番１号 ８６２－１３７０ 民設／民営

6 めぐみ園 緑区大字三室１４３１番地 ８７３－６４６１ 民設／民営

7 互助の里 緑区大字三室１４３１番地 ８７３－６４６２ 民設／民営

8 どうかん 岩槻区大字笹久保３３３番地１ ７９８－７０７１ 民設／民営

9 障害者支援施設友愛学園 岩槻区大字大野島６６番地１ ７９９－１２３６ 民設／民営

（２）障害者支援施設（入所施設）
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 埼玉県障害者交流センター 浦和区大原３丁目１０番１号 ８３４－２２２２ 公設／民営（県事業団）

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 障害者福祉施設みのり園 西区三橋６丁目１５８７番地 ６２２－５５４４ 公設／民営（事業団）

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 埼玉点字図書館 大宮区大成町１丁目４６５番地 ６５２－４８２４ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 埼玉盲人ホーム 大宮区大成町１丁目４６５番地 ６５２－４８２４ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 埼玉聴覚障害者情報センター
浦和区北浦和５丁目６番５号　浦和合同庁舎
別館内

８１４－３３５１ 民設／民営

２－２　障害者関係施設（身体）

（１）身体障害者福祉センターA型

（２）身体障害者福祉センターＢ型

（３）点字図書館

（４）盲人ホーム

（５）視聴覚障害者情報提供施設
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 Ｄ.Ｃしののめ 大宮区天沼町１丁目３９５番地３ ６４７－８８８７ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 設置及び運営

1 第一たかさご荘 民設／民営

2 第二たかさご荘 民設／民営

3 第三たかさご荘 民設／民営

4 よつばハイツ 民設／民営

5 かえでホーム 民設／民営

6 かりんホーム 民設／民営

7 なつめホーム 民設／民営

8 虹の会生活ホーム 虹の会 ８５５－８４３８ 民設／民営

9 あけぼのはうす 特定非営利活動法人パル ８３７－５２７１ 民設／民営

10 生活ホーム悠々 特定非営利活動法人ちえの和 ８５４－２７７２ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1
北区障害者生活支援センター
（ベルベッキオ）

北区宮原町２丁目６２番１７号 ６６１－７０９２ 民設／民営

2
大宮区障害者生活支援センター    （や
どかり）

大宮区東町１丁目１４１番６号　第２吉田ビル１
階

７９５－４７２０ 民設／民営

3
見沼区障害者生活支援センター    （や
どかり）

見沼区南中野４６７番地１　スガヤハイツ１０５ ６８２－１１０１ 民設／民営

4
浦和区障害者生活支援センター    （や
どかり）

浦和区北浦和５丁目６番７号　レジデンス北浦
和１０４

７９３－６３７３ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1
北区障害者生活支援センター
（みぬま）

北区宮原町２丁目６２番１７号 ７９６－５７０５ 民設／民営

2
大宮区障害者生活支援センター    （み
ぬま）

大宮区東町１丁目１４１番６号　第２吉田ビル１
階

６５０－６４６０ 民設／民営

3
見沼区障害者生活支援センター    （来
人）

見沼区南中野４６７番地１　スガヤハイツ１０５ ６８２－０６７７ 民設／民営

4
浦和区障害者生活支援センター
（むつみ）

浦和区北浦和５丁目６番７号　レジデンス北浦
和１０４

８２４－３６４０ 民設／民営

社会福祉法人鴻沼福祉会 ８５４－６８９０

（３）障害者生活支援センター（精神障害対応）

（４）障害者生活支援センター（知的・身体障害対応）

連　　　絡　　　先

社会福祉法人鴻沼福祉会 ８５４－６８９０

２－３　障害者関係施設（その他）

（１）心身障害者地域デイケア施設

（２）生活ホーム事業
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1
西区障害者生活支援センター
（ゆめの園）

西区高木１２３番地４　カーサ辰巳１階 ６２３－１７６８ 民設／民営

2
中央区障害者生活支援センター
（来夢）

中央区鈴谷７丁目５番７号 ８５９－７２３１ 民設／民営

3
桜区障害者生活支援センター
（さくらとぴあ）

桜区田島４丁目１０番８号  １階 ７８３－７８００ 民設／民営

4
南区障害者生活支援センター
（あみ～ご）

南区白幡５丁目１１番１６号 ８６６－５０９８ 民設／民営

5
南区障害者生活支援センター
（社協ひまわり）

南区沼影１丁目１０番１号　ラムザタワー１階 ７１０－８１０５ 民設／民営

6
緑区障害者生活支援センター
（むつみ）

緑区東浦和３丁目２番７号　サンライトマンショ
ン１０３号

６０７－１４６７ 民設／民営

7
岩槻区障害者生活支援センター
（ささぼし）

岩槻区仲町２丁目５番３号　一条ビル１階 ７９３－４７０１ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 久美彩ホーム （福）久美愛園 873-6469 民設／民営

2 しびらきハウス （福）邑元会 799-2301 民設／民営

3 やどかりの里グループホーム （公社）やどかりの里 643-3455 民設／民営

4 第１グループホームのぞみ NPO法人　片柳コイノニア 684-1585 民設／民営

5 ほがらかホーム （福）ささの会 758-3188 民設／民営

6 プリムローズ （福）埼玉福祉事業協会 625-5100 民設／民営

7 ケアホーム我が家 （福）いーはとーぶ 662-5777 民設／民営

8 あおい荘 NPO法人ほっとポット 793-5160 民設／民営

9 グループホームねがいのいえ NPO法人ねがいのいえ 626-1909 民設／民営

10 オハナハウス （福）埼玉聴覚障害者福祉会 682-2146 民設／民営

11 さんご１号館 ＮＰＯ法人　ともに生きる会 865-4140 民設／民営

12 のぞみホーム （福）鴻沼福祉会 872-7665 民設／民営

13 SEVEN （株）ウインブル 796-6002 民設／民営

14 ききゅうホーム （福）希求会 729-6311 民設／民営

15 彩のいえ （株）びりーぶ 812-7625 民設／民営

16 グループホーム独歩 （福）独歩 620-2020 民設／民営

17 ケアホーム力 NPO法人みやはら福祉会 778-7437 民設／民営

18 さくら草グループホーム （福）さくら草 615-0480 民設／民営

19 グループホームほっとプラス ＮＰＯ法人ほっとプラス 687-0920 民設／民営

20 本丸ホーム （一社）とまりぎ 716-4366 民設／民営

21 第２のびろ荘 （福）のびろ会 874-4043 民設／民営

22 むつみホーム大間木 （福）さいたま市社会福祉事業団 799-3105 民設／民営

23 タイム （一社）ローズマリー 796-0677 民設／民営

24 グループホーム中々 （一社）ゆたか 872-7352 民設／民営

（５）障害者生活支援センター（全障害対応）

（６）グループホーム（介護サービス包括型）

 5 - 4 - 43



資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

25 まんま荘 （株）生きいき 810-0110 民設／民営

26 まるのいえ （有）あさひ福祉サービス 799-3339 民設／民営

27 ＷＥＳＴＩＥ－ＯＮＥ （株）プレイファースト 789‐6130 民設／民営

28 グループホーム　ルビーノ （一社）日本包括支援ファーム 789-7972 民設／民営

29 onehand （一社）onehand 708-0681 民設／民営

30 ケアハウスしゃんぐりら （一社）あるかでぃあ 812-5884 民設／民営

31 ピア・サポート （一社）かがやき 689-3635 民設／民営

32 ほのぼの （株）ほがらか 717-2083 民設／民営

33 ひなたぼっこ　グループホーム （有）さいたまケアセンター 641-2982 民設／民営

34 キュアホーム （株）ヒューマンキュア 717-2214 民設／民営

35 ぽっかぽか社会福祉サービス （同）ぽっかぽか社会福祉サービス 708-3079 民設／民営

36 はな音 NPO法人愛生 080-7248-5963 民設／民営

37 ゆめのかけはし （同）ゆめか 677-9850 民設／民営

38 グループホームＶｉｓｅｏ （株）Ｖｉｓｅｏ 711-4898 民設／民営

39 アップリフト （一社）アップリフト 637-0533 民設／民営

40 障がい者グループホームさくらいろ （株）イマジネーション 767-6520 民設／民営

41 グループホームおけらこ （合）おけらこ 080-3877-4465 民設／民営

42 グループホーム　エミナ エリフェス（株） 708-6827 民設／民営

43 ＧＨ・シェモアⅠ （合）ＬＩＺＡＲＤ 797-9331 民設／民営

44 わおんグループホーム心 （株）絆 080-8497-6686 民設／民営

45
ソーシャルインクルーホームさいたま大
和田町

ソーシャルインクルー（株） 812-4593 民設／民営

46 ウィルピース （株）ウィルピース 729-8178 民設／民営

47 障害福祉サービス事業所　フロス岩槻 （福）北友会 748-5428 民設／民営

48 みぬまたんぼ （株）地域福祉サービス 627-8681 民設／民営

49 共同生活援助事業所イリス指扇 （福）フルホープ 657-8656 民設／民営

50 カランドリエ　癒しの家 （同）ＰＬＵＳ　ＹＵＩ－ＫＥＹ 876-9792 民設／民営

51 グループホーム　サクラ荘 （株）Ｂ・Ｃケアサポート 764-8003 民設／民営

52 いろどりの森 （同）いろどりの森 708-1592 民設／民営

53 グループホームプレジールさいたま （株）プレジールシステム 884-8881 民設／民営

54
ソーシャルインクルーホームさいたま三
室

ソーシャルインクルー（株） 829-9558 民設／民営

55 グループホームしゅうまい 点心（同） 753-9756 民設／民営

56 グループホーム　オアシス （同）Walk　Hospitality 090-4375-2338 民設／民営

57
わおん障がい者グループホーム浦和
針ヶ谷

（株）アニスピホールディングス 080-7207-3171 民設／民営

58 GH・ガーベラ （一社）カモミール 762-3887 民設／民営

59 グループホーム　暖 （株）千真 797-9902 民設／民営
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 地域活動支援センターベルベッキオ 北区東大成町２－２５５ ６５１－７７２８ 民設／民営

2 大宮中部活動支援センター
大宮区天沼町２丁目９５６番地　大宮エンゼル
ハイツ１０１

６４３－２６２４ 民設／民営

3 大宮東部活動支援センター 見沼区南中野４６７番地１　スガヤハイツ２０５ ６８７－０４９２ 民設／民営

4 地域活動支援センター来夢 中央区鈴谷７丁目５番７号 ８５９－７２３１ 民設／民営

5 浦和活動支援センター 浦和区常盤９丁目１９番５号　岩端ビル３Ｃ ８３５－５０２０ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 ＮＥＵＥ（ノイエ）
北区土呂町１丁目３番１０号　ユーエスハイム
１０２

７８３－４８３８ 民設／民営

2 茶色いお家 緑区大牧１４９５番地 ８７４－７１０６ 民設／民営

3 はなどけい 緑区三室２４６７番地２５ ７８９－６５８７ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 埼玉ダルクデイケア・センター 浦和区常盤６丁目４番１２号 ８２３－３４６０ 民設／民営

2 まいむ　 緑区東浦和４－２７－７ ８７６－１８０８ 民設／民営

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 どくだみ荘 浦和区領家５丁目２番１１号 ８８１－５８５６ 民設／民営

2 かものみや 北区宮原町３丁目６０番地 ６５１－０２１１ 民設／民営

3 つどい 大宮区堀の内町３丁目３９番２号 ６４４－７８６３ 民設／民営

4 障害者生活ネットワークうらわ 桜区大久保領家５７４番地 ８５５－８４３８ 民設／民営

5 就労センター夢燈館 桜区南元宿２丁目２２番９号 ８５４－８２２１ 民設／民営

6 プラザ夢燈館 浦和区神明２丁目１４番５号 ８３３－９６６５ 民設／民営

7 第二作業所 緑区原山２丁目３番３７ ７６４－９４３０ 民設／民営

8 第四作業所 緑区三室５０番　金森ビル２階２０５号 ８７５－４２１１ 民設／民営

9 農（あぐり） 緑区大間木７１６　三上ビル１０１ ８２６－５７７０ 民設／民営

（９）地域活動支援センターⅢ型（Ｂ型）

（１０）地域活動支援センターⅢ型（Ｃ型）

（８）地域活動支援センターⅠ型

（１１）地域活動支援センターⅢ型（Ｄ型）
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－４】福祉施設一覧表

№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 ドリームホープ・ぷある 桜区栄和６丁目７番１６号 ７６２－７２９３ 民設／民営

2 ふれあい工房みなわ 大宮区三橋１－４３９－１ ７７９－８０３８ 民設／民営

3 ルナパーク 大宮区堀の内町１丁目４０６番地 ６４１－４１４７ 民設／民営

4 いちごハウス 緑区中尾１１０番地１９ ８７５－２６９９ 民設／民営

5 埼玉ダルク・第二デイケア・センター 浦和区仲町４－１４－１３　第二東海ビル２F ８２３－３４６０ 民設／民営

6 さいたまマック 見沼区東新井７１０番地３３　鎌倉ハイツ１階 ６８５－７７３３ 民設／民営

（１２）地域活動支援センターⅢ型（Ｅ型）
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№ 施　　　設　　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 久美学園 緑区大字三室１４３１番地 ８７３－５７１５ 民設／民営

2 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 岩槻区馬込２１００ ７９７－６９１５ 民設／民営

№ 事　　業　　所　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

さいたま市総合療育センターひまわり学園
（児童発達支援センターめぶき） ７８３－２４９３

さいたま市総合療育センターひまわり学園
（児童発達支援センターわかば） ６２２－１７２６

さいたま市総合療育センターひまわり学園
（医療型児童発達支援センターつぼみ） ６２２－１７２４

2 さいたま市さくら草学園 浦和区領家１丁目５番１６号 ８８６－５２１４ 公設／民営（事業団)

療育センターさくら草
（児童発達支援センターたんぽぽ園）

療育センターさくら草
（医療型児童発達支援センターすみれ園）

4 さいたま市はるの園 見沼区春野２丁目３番５号 ６８２－５５３１ 公設／民営（事業団)

5
さいたま市大崎むつみの里
第２事業所

緑区大字大崎３７番地１ ８７８－２０４５ 公設／民営（事業団)

6
子ども発達支援センター　つむぎ浦和美
園

緑区美園３－３－４ ７６７－４６０２ 民設／民営

№ 事　　業　　所　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

1 放課後デイサービスみのり 西区三橋６－１５８７ ６２２－５５４４ 民設／民営（事業団)

2 児童デイサービスあやめ 西区指扇２３３５－６ ６２０－０１１１ 民設／民営

3 児童デイサービス楽しいわが家 西区三橋６－２０－１ ８７１－７４４１ 民設／民営

4 大宮ゆめの園デイサービスセンター 西区中野林６５３－５ ６２６－１１８０ 民設／民営

5 あすぽーと指扇 西区宝来２２２４－３　コンフォート都Ｂ１Ｆ ７８２－８０８９ 民設／民営

6 とっとちゃん 西区西遊馬２１８０－１ ６２６－１９０９ 民設／民営

7 放課後等デイサービスピース 西区指扇領別所２６１ ６２２－２６８１ 民設／民営

8 ときめきスクールありがとう 西区三条町１６－６ ７８３－３４８４ 民設／民営

9 こぱんはうすさくら　西大宮教室 西区指扇２１２８－４３ ７２９－７３６１ 民設／民営

10 児童デイあったまぁる北 北区盆栽町９０－４ ６６２－０９０５ 民設／民営

11 児童デイぽぷら
北区宮原町３－１５１
開明ﾛｲﾔﾙﾏﾝｼｮﾝ101号

８７１－８６０１ 民設／民営

12 児童デイ来楽大宮 北区植竹町１－２７３ ８７１－５４４０ 民設／民営

13 放課後等デイサービスみらい
北区日進町１－５０８－９
サンシャインシティ１０２号室

７７９－８８７７ 民設／民営

14 輝HIKARIさいたま 北区吉野町１－３３９－８ ７８３－４９８１ 民設／民営

15 放課後デイサービスあすみるくらぶ大宮 北区櫛引町２－２７５　ウエノビル１Ｆ ７８３－５４２６ 民設／民営

16 夢組ドリームクラス 北区宮原町４－９９－５ ８７１－８３９０ 民設／民営

17 児童デイあったまぁる吉野 北区吉野町１－３７１－２ ８７１－６５３１ 民設／民営

18
ゆめの園　いろは本郷放課後等デイ
サービス

北区本郷町７５３　サンヴィレッジ本郷１０４号
室

８７１－７６１０ 民設／民営

（３）障害児通所事業所（児童発達支援・放課後等デイサービス等）

公設／公営

3 桜区田島２丁目１６番２号 ７１０－５８１１ 公設／公営

（１）障害児入所施設

（２）障害児通所事業所（児童発達支援センター）

1 西区三橋６丁目１５８７番地

２－４　障害児関係施設
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№ 事　　業　　所　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

19 あすぽーと宮原
北区日進町３－４９１　リエス宮原ウエスト１０１
号室

７８３－３２６０ 民設／民営

20 あすぽーと鉄道博物館 北区大成町４－１２５－１　ドゥエル石川１階 ７８８－３９５３ 民設／民営

21 放課後等デイサービス　なないろ 北区宮原町３－４７５－３　チコラース１０C ７８２－７１５１ 民設／民営

22 どっぽ就労塾日進 北区日進町２－１１１２　柳田ビル３階 ７８８－２１１７ 民設／民営

23 こぱんはうすさくら　さいたま宮原教室 北区宮原町２－７－６　大宮ＫＩビル１階 ７８２－７７７１ 民設／民営

24 こぱんはうすさくら　さいたま土呂教室
北区本郷町２７５－６　コートハウス本郷１階Ａ
棟

６６９－７７７１ 民設／民営

25 いっぽいっぽ土呂 北区土呂町２－６９－６ ７８２－８３９２ 民設／民営

26 ハッピーキッズスペースみんと大宮日進 北区日進町２－１９１４－１ ６６９－６１７７ 民設／民営

27 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニアさいたま宮原教室 北区宮原町２－１９－１　加瀬ビル１９９　４階 ６６１－８２７７ 民設／民営

28 コペルプラス宮原教室
北区宮原町３－５７１－１　第二島村ビル２階
西

７２９－６９１６ 民設／民営

29 放課後等デイサービスおともだち植竹
北区植竹町２－９４　ライオンズレジデンス１０
３

７８３－３８７５ 民設／民営

30 ScatKids日進 北区日進町１－５６４－１ ８７１－５８２５ 民設／民営

31 BUTTERFLY　EFFECT 北区宮原町１－６７３－３ ７８８－４２００ 民設／民営

32 まほうのくに 北区宮原町３－１９１－５ ７４１－２９０１ 民設／民営

33 児童デイサービスあおぞら
大宮区上小町
１２３２－１－１０１

７４５－９４３０ 民設／民営

34 ＬＩＴＡＬＩＣＯジュニア大宮教室
大宮区桜木町２－８－２
第２金子ビル５階

６５８－２５５５ 民設／民営

35 ハビー大宮大栄橋教室
大宮区桜木町２－３３５－１　レインボー大宮
ビル５階

８７１－６６２４ 民設／民営

36 放課後デイサービススマイルキッズ大宮 大宮区堀の内町２－２１０－１ ７８８－２８６５ 民設／民営

37 ハビー大宮桜木町４丁目教室 大宮区桜木町４－２０２　桜木町橋本ビル２階 ７８８－２４０２ 民設／民営

38 児童デイえがお大宮 大宮区上小町７８７－６ ７８３－４６２１ 民設／民営

39 コペルプラス大宮教室 大宮区桜木町１－１７５　ＫＧビル３階 ７７８－８６９３ 民設／民営

40 いっぽいっぽ大宮氷川台 大宮区高鼻町３－１－２ ７８２－６０４２ 民設／民営

41
療育ポータルスタジオCoreMore新都心
スタジオ

大宮区吉敷町４－９３－５　大宮教育会館１階 ７２９－７７３７ 民設／民営

42 児童デイサービスあさひ丸新都心
大宮区北袋町２－４００－２
町田ビル３　２F

７８８－４０５２ 民設／民営

43 ハビー大宮桜木町２丁目教室 大宮区桜木町２－７－９　鍋島ビル１階１０１ ７８８－４０７５ 民設／民営

44 プティ倶楽部　大宮 大宮区桜木町３－９１ ６７７－３９１７ 民設／民営

45 たんぽぽ療育教室 見沼区染谷３－４２０－２ ０８０－５５１２－７５６０ 民設／民営

46
チルドレンズ・リハステーション・ダイア
リー

見沼区南中野９３０－１ ８８４－９８５１ 民設／民営

47 児童デイ来楽見沼 見沼区大谷１６７４－３ ８７１－８５７０ 民設／民営

48 おひさま　見沼事業所 見沼区風渡野４００－１ ６８２－６８１０ 民設／民営

49 児童デイ　きらっと 見沼区東大宮５－２２－２１ ６８１－０３６０ 民設／民営

50
放課後等デイサービス　すまいるすまい
る

見沼区染谷３－２７４－１ ６８５－５１５０ 民設／民営

51 輝HIKARIみらい 見沼区大和田町２－１２４５－１ ８１２－８７５７ 民設／民営

52 たんぽぽ療育東教室 見沼区御蔵７７１－１２ ８７２－７８０８ 民設／民営
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№ 事　　業　　所　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

53 児童デイあったまぁる山 見沼区山１１８－５ ８７２－６５１１ 民設／民営

54 あすぽーと東大宮 見沼区東大宮５－３４－２　山田ビル２０３ ７９７－６０６６ 民設／民営

55 スマイルリズム 見沼区御蔵１５２２－２０ ７１６－５８３２ 民設／民営

56 ハッピーキッズスペースみんと東大宮 見沼区東大宮５－１０－１０　セゾンハウス１階 ６８０－１５５５ 民設／民営

57 放課後等デイサービス　ウィズ東大宮 見沼区東大宮４－２３－１ ７８８－１９９３ 民設／民営

58 スマイルスタディ 見沼区御蔵１５２２－１９ ７１６－０５６３ 民設／民営

59 放課後等デイサービス　はりねずみ 見沼区片柳１１１４－３ ８７６－９７９４ 民設／民営

60 放課後等デイサービス　こすもす 見沼区深作３－３３－１５ ８８４－８２８５ 民設／民営

61 コペルプラス　東大宮教室 見沼区東大宮４－１７－８　ルーブルビル１階 ７８０－２８０４ 民設／民営

62 さいたま市杉の子園 中央区大戸２－７－１７ ８５５－２３５６ 民設／民営

63 児童デイあったまぁる鈴 中央区鈴谷５－９－２６ ７６７－５０１１ 民設／民営

64 児童デイサービスtokotoko 中央区八王子４－７－１５ ８５６－０５４８ 民設／民営

65 風の子クラブ 中央区八王子４－１－２１ ８５８－０１２１ 民設／民営

66 放課後等デイサービス　ハッピー 中央区本町東４－１７－６ ８５３－２６５５ 民設／民営

67 児童デイ　太陽の子 中央区八王子５－２－１４ ７１１－１８５０ 民設／民営

68 放課後等デイサービスさくらぱれっと 中央区鈴谷３－１２－１５ ８５９－５２００ 民設／民営

69
放課後等デイサービス　ハッピーひまわ
り

中央区本町東４－１７－６ ８５３－２６５５ 民設／民営

70 さくらぱれっとアディション 中央区鈴谷４－５－２１ ８５８－０３００ 民設／民営

71 ハッピーテラス与野本町 中央区下落合２－５－４ ７１４－０２３０ 民設／民営

72 プティ倶楽部　南与野 中央区上峰３－３－１２　小川ビルⅤ２階 ７０８－０８７７ 民設／民営

73
アフタースクール　フォーワンズ・エスキッ
ズ

中央区上峰３－３－１２　小川ビルⅤ　１階 ７１１－１６０１ 民設／民営

74 バンブーワァオ　与野校 中央区新中里３－７－２６ ７６７－７３１１ 民設／民営

75 児童デイサービスまはろ　さいたま与野
中央区鈴谷７－６－１　コープ野村クローバー
シティ与野壱番館１階

７１４－０３５６ 民設／民営

76 放課後デイGrannyさいたま中央 中央区下落合１０８９－１ ７６７－８４２３ 民設／民営

77 児童デイサービスあさひ丸さくら
桜区桜田２－９－２
信田店舗事務所１F

７１１－２８３４ 民設／民営

78 児童デイサービス　そらまめ 桜区町谷４－１１－２５ ８７２－１３３３ 民設／民営

79 児童デイサービスあさひ丸みらい 桜区西堀９－９－９ ７１１－９９８１ 民設／民営

80 児童デイえがお与野 桜区栄和３－２６－２２ ７８９－７００３ 民設／民営

81 こぱんはうすさくら　さいたま西浦和教室
桜区田島５－２１－４　Ｍ＆Ｍビル１階１０１号
室

８３７－５２６０ 民設／民営

82 ハッピーテラス浦和教室 桜区西堀８－２７－９　ニュー氷川ハイツ１階 ８４０－６５８７ 民設／民営

83 しびらきっず 桜区新開２－６－２３　鴨川ハイツ１０１ ７１１－７８９９ 民設／民営

84 コペルプラス西浦和教室 桜区田島５－２４－１５　タカラ第二ビル１階 ８７２－９５８０ 民設／民営

85 児童デイ太陽の歌 桜区大久保領家３２０－９ ７１１－１８５０ 民設／民営

86 プティ倶楽部　２号館 桜区上大久保２０６－１　中村ビル２F ７１１－３２４４ 民設／民営
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87 ビーポップ 浦和区神明２－１４－５ ８２４－８１４１ 民設／民営

88 児童デイえがお 浦和区岸町２－５－１３ ７８９－７１７７ 民設／民営

89 児童デイサービスやまざくら 浦和区大東３－４０－１１ ７６４－８２２０ 民設／民営

90 ＹＭＣＡクローバークラブ 浦和区常盤９－１９－６ ８３４－０２３６ 民設／民営

91 放課後等デイサービス　ひろば 浦和区針ヶ谷１－６－１６ ６７７－７１９２ 民設／民営

92 ハッピーテラス与野教室 浦和区上木崎１－１０-１７ ７１１－７８３０ 民設／民営

93
放課後Ｄａｙ　体幹・脳幹を鍛える人財育
成塾　ソーシャルブレインズ

浦和区上木崎４－９－１１　横田ビル２階 ７１１－３０１９ 民設／民営

94 ＤＥＫＩＴＡ北浦和 浦和区常盤９－１９－１１　第三スミダビル２階 ８２３－７３５５ 民設／民営

95 あおば 浦和区木崎１－９－２８ ６２７－４０４０ 民設／民営

96 みんなのアトリエ 浦和区大東３－２３－６ ８２９－７１２３ 民設／民営

97
体幹・脳幹・ＳＳＴソーシャルブレインズ
浦和西口教室

浦和区高砂３－１０－４　八千代ビル３階 ７６７－３１４２ 民設／民営

98 放課後等デイサービス　ステップ・モモ 浦和区上木崎５－１３－１ ８３１－０７４４ 民設／民営

99 コペルプラス　浦和教室
浦和区東仲町２５－５－１　バティマＥ６階・７
階

７６２－７８６５ 民設／民営

100 ハビー浦和教室 浦和区高砂２－１－１７　ＭＡＳＵＹＡビル３階 ７５３－９４５０ 民設／民営

101 コペルプラス　与野教室 浦和区上木崎１－１０－１７　三村K２ビル２階 ７６７－７２０７ 民設／民営

102 はばたき＆らんどおん 浦和区領家３－４－８ ７６７－６２１０７１１－６６６０民設／民営

103
アフタースクール　フォーワンズ・エムキッ
ズ

浦和区瀬ケ崎３－６－２ ７６４－９０５１ 民設／民営

104 TEENS北浦和
浦和区北浦和４－３－１８　北浦和４丁目ビル
４階

０５０－２０１８－３２２０ 民設／民営

105 てらぴぁぽけっと与野駅前教室 浦和区上木崎１－９－１９　エムズアインス４階 ７１１－５５０５ 民設／民営

106 児童デイサービスあさひ丸 南区鹿手袋４－６－６　第二美希ハイツ102 ７９９－２１１３ 民設／民営

107 わんぱくキッズ 南区大谷口５６５１ ７６２－８３７７ 民設／民営

108 アフタースクールわんぱく 南区大谷口５４０８ ８７３－２８２８ 民設／民営

109 児童デイサービスまはろさいたま辻 南区辻２－９－１５ ８７２－２０３０ 民設／民営

110 児童デイサービス　らいおん２ 南区大谷口２５２５－２ ７１１－７３２６ 民設／民営

111 児童デイサービスまはろ南浦和 南区南浦和３－４３－１５ ８１３－０００１ 民設／民営

112 さくらアフタースクール南浦和 南区根岸４－１５－４ ７９９－２４４０ 民設／民営

113 児童デイサービスあさひ丸ひろば 南区辻２－１－１６ ７１１－６４６１ 民設／民営

114 児童デイサービスあさひ丸リズム 南区曲本４－５－１６ ７６７－４８８８ 民設／民営

115 デイルーム　ぽけっと 南区鹿手袋７－１０－１４ ８３７－３５６１ 民設／民営

116 キッズさくら草 南区太田窪３５０１－２ ８１３－７４２６ 民設／民営

117 ててスクール　武蔵浦和教室 南区四谷１－５－１　貴秋館２０２ ８４５－７０５５ 民設／民営

118 こぱんはうすさくら　さいたま中浦和教室 南区鹿手袋４－６－２２　エクレール２階 ７５３－９２９２ 民設／民営

119 重心デイ　いつもいっしょ 南区鹿手袋３－２０－１０－１０２ ８１６－３６２５ 民設／民営

120 児童デイサービスあさひ丸パーク 南区大谷場２－４－５　オークパレス１０３号室 ７１１－７７０５ 民設／民営
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№ 事　　業　　所　　名 所　　　在　　　地 電  話 設置及び運営

121 I Tryジュニア武蔵浦和 南区別所６－４－２５　NKGビル１階 ７８９－６４９０ 民設／民営

122
体幹・脳幹・ＳＳＴソーシャルブレインズ武
蔵浦和教室

南区根岸５－１５－８　ＹＫビル３階 ７８９－７６１７ 民設／民営

123 てらぴぁぽけっと南浦和教室
南区南本町１－１０－２
南本町ビル２階

７６７－８０９２ 民設／民営

124
児童発達支援・放課後等デイサービス
ぼれろ

南区太田窪１９８７　クリーンハイツ南浦和１階 ７１１－５０６７ 民設／民営

125 児童デイあったまぁる緑 緑区大間木４３５－１ ８７６－０８４１ 民設／民営

126 児童デイあったまぁる東 緑区東浦和３－１－３２－１０４ ８２９－９２４５ 民設／民営

127 おひさま 緑区中尾２９１－２ ７８９－７４９７ 民設／民営

128 児童デイサービスらいおん
緑区東浦和２－６１－９
グリーンハイツ８　１０２号室

８８１－２１６０ 民設／民営

129 児童デイ　みかんの家 緑区大間木２３１ ８７６－３４６６ 民設／民営

130 児童デイあったまぁる美園 緑区南部領辻３７１３－２ ８１２－２７７７ 民設／民営

131 あさがお大門 緑区大門２９６５－１ ８７７－１８７３ 民設／民営

132 あおぞら園 緑区大間木３－１３－８ ７１１－６３１７ 民設／民営

133 ハッピーテラス東浦和教室 緑区東浦和４－３３－１４ ７６２－３３３３ 民設／民営

134 ててスクール　浦和教室 緑区太田窪１－１－３ ７１１－８７４７ 民設／民営

135 児童デイサービスはなみずき 緑区宮本２－１９－２７ ７１２－６３５０ 民設／民営

136
子ども発達支援センターつむぎ浦和美
園

緑区美園３－３－６ ７６７－４６０２ 民設／民営

137 Connect 緑区中尾２９１－２ ７５３－９４３７ 民設／民営

138 放課後デイサービス　ナナフシ 緑区三室７０４ ７０８－４３２５ 民設／民営

139 放課後等デイサービス　カリン 緑区大字大門１８０９－１ ７１６－１０３２ 民設／民営

140 こぱんはうすさくら　さいたま東浦和教室
緑区東浦和４－１０－３　グリーンヒルタカハシ
１階

７５３－９２４０ 民設／民営

141 けやき教室
緑区東浦和７－３２－１８
東浦和春栄ビル１０２

４３０－７００２ 民設／民営

142 けやき教室　さいたま中尾支所 緑区中尾９７１－１　ウエルズ東浦和１０１ ４３０－７００２ 民設／民営

143 ジャンプ
緑区松木３－２６－２９　ホームエージェントビ
ル３F

７０８－４８８２ 民設／民営

144 けやき教室　東浦和支所 緑区東浦和７－３２－７　マナハウスB号 ４３０－７００２ 民設／民営

145 さいたま子どもサポートステーション 緑区大字大門８７５－５ ７６７－７６１７ 民設／民営

146 児童デイサービスくろわーる 岩槻区愛宕町３－１４ ７９６－０５１５ 民設／民営

147 工房ポルトス 岩槻区仲町１－１２－１６ ７４９－５１７８ 民設／民営

148 多機能型事業所わかくさ 岩槻区飯塚１１９８－２ ７９８－４５３４ 民設／民営

149 総合発達支援デイサービスきぼう 岩槻区諏訪１－２－１４　大双東岩槻ビル１F ８８４－８６７６ 民設／民営

150 障害福祉サービス事業所カーサ岩槻 岩槻区谷下１－１ ７４９－２７７７ 民設／民営

151 放課後等デイサービスきぼう東岩槻 岩槻区東岩槻２－５－８　塩澤ビル１Ｆ ７９７－６６６４ 民設／民営

152 BOOK 岩槻区本町１－１７－１１ ８１２－５８９２ 民設／民営

153 シェルフいわつき教室 岩槻区城南３－７－１ ７１６－７３２２ 民設／民営

154 にじいろクラスフラットいわつき 岩槻区城町２－９－３９ ０９０－７６５７－２５２５ 民設／民営

155 こぱんはうすさくら岩槻教室
岩槻区本町４－１０－８　佐藤ビル202号室・
203号室

７４９－６０７７ 民設／民営
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№ 施　　　設　　　名 設置及び運営 所　　　在　　　地 電　　　話 世  帯

1 けやき荘
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区内 19

№ 施　　　設　　　名 設置及び運営 所      在      地 電      話 定 員
1 児童養護施設　ホザナ園 （福）ホザナ園 緑区松木1-16-20 873-9216 50

2
さいたま市児童養護施設
カルテット

さいたま市・（福）浦和福祉会 桜区下大久保1542-4 851-6888 60

3 埼玉県立児童養護施設　いわつき
埼玉県・（福）埼玉県社会
福祉事業団

岩槻区徳力206 794-4531 88

№ 施　　　設　　　名 設置及び運営 所　　　在　　　地 電　　　話 世  帯

1 いわつき乳児院
（福）埼玉県社会福祉事業
団

岩槻区徳力206 794-4531 9

2 さいたま西乳児院 （福）太陽の会 西区宮前町794-1 621-0415 20

№ 施 　　 設　　　名 設置及び運営 所      在      地 電      話 定 員
1 国立武蔵野学院 国 緑区大門1030 878-1260 150

№ 施 　　 設　　　名 設置及び運営 所      在      地 電      話 定 員
1 自立援助ホーム「クリの家」 （特非）スマイルの仲間たち 市内 7

2 自立援助ホーム「フレンズハイム」 （特非）生活支援クラブ 市内 6

3 自立援助ホーム「ピッピ」 （特非）子どもセンター・ピッピ 市内 6

4 自立援助ホーム「かのん」 （特非）すだちサポート 市内 6

5 自立援助ホーム「フィオーレ」 （特非）Village 市内 6

6 自立援助ホーム「小村田の家」 （特非）堂の前 市内 6

7 自立援助ホーム「つばさ」 （特非）Village 市内 6

8 自立援助ホーム「まなびの家」 （特非）WILLTO 市内 9

（４）児童自立支援施設

（５）児童自立生活援助事業

３　児童関係施設

（１）母子生活支援施設

（２）児童養護施設

（３）乳児院
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№ 施　　　設　　　名 設置及び運営 所      在      地 電      話 定 員

1 植水児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区中野林174-1 625-1908

2 馬宮児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区西遊馬533-1 625-8826

3 植竹児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区盆栽町430 652-3247

4 宮原児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区宮原町4-66-13 667-3808

5 本郷児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区本郷町1065-3 664-7551

6 三橋児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

大宮区三橋2-59 644-2978

7 天沼児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

大宮区天沼町1-194 645-7988

8 片柳児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区東新井710-78 687-4525

9 春野児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区春野1-7-1 686-6690

10 与野本町児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区本町東5-17-25 855-5655

11 向原児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区下落合7-11-9 834-6083

12 大戸児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区大戸6-2-19 831-9536

13 大久保東児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区大久保領家131-6 851-6717

14 文蔵児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区文蔵4-19-3 845-5153

15 浦和別所児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区別所2-15-6 845-8340

16 岩槻児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区本町1-11-11 757-4545

17 仲本児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区東仲町28-15 762-8405

18 尾間木児童センター
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区大間木472 711-4182

（６）児童厚生施設
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№ 施 　　設　　　名 設置及び運営 所      在      地 電      話 定 員

1 宮前放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区宮前町443 622-0844 50

2 佐知川放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区佐知川299-16 623-6927 50

3 植水放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区中野林174-1 625-1908 30

4 馬宮放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区西遊馬533-1 625-8826 30

5 栄放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区指扇610-3 625-9779 50

6 植水第二放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

西区中野林225-3 625-6027 30

7 植竹放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区盆栽町430 652-3247 30

8 宮原放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区宮原町4-66-13 667-3808 30

9 本郷放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区本郷町1065-3 664-7551 30

10 大砂土放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

北区本郷町17-7 653-2793 50

11 三橋放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

大宮区三橋2-59 644-2978 40

12 天沼放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

大宮区天沼町1-194 645-7988 30

13 七里放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区東宮下392 687-9335 50

14 海老沼放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区東新井710-78 687-4525 30

15 春野放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区春野1-7-1 686-6690 40

16 東大宮放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区東大宮7-5-18 687-4099 50

17 東宮下放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

見沼区東宮下215-1 687-8351 35

18 与野八幡放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区本町東5-23-14 854-5700 40

19 鈴谷放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区鈴谷5-1-1 854-5694 50

20 大戸放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区新中里1-6-28 831-4320 50

21 与野本町放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区本町東3-5-23 854-9332 50

22 与野西北放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区円阿弥4-3-7 857-5889 50

23 下落合放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区上落合1-7-33 858-0947 50

24 上落合放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区上落合4-14-24 858-0938 50

25 与野南放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

中央区大戸6-2-19 831-9575 30

26 西浦和放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区田島2-16-7 863-3160 65

27 大久保東放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区大久保領家331 855-0299 50

28 土合放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区南元宿1-11-1 861-8255 50

29 栄和放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区栄和1-7-1 852-2440 50

（７）放課後児童クラブ
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30 田島放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区田島10-7-14 866-8930 50

31 新開放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区新開2-18-1 838-2523 50

32 神田放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区神田541-1 857-1118 50

33 大久保放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区五関21 855-9929 50

34 中島放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

桜区中島1-28-1 857-5125 50

35 常盤放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区常盤9-30-9 833-8582 50

36 上木崎放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区上木崎3-11-33 824-5778 50

37 仲町放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区仲町4-7-6 866-4077 50

38 本太放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区本太4-3-39 886-2643 50

39 北浦和放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区北浦和2-18-3 831-6860 50

40 木崎放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区領家4-20-1 831-6410 50

41 針ヶ谷放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区領家7-2-19 822-6237 50

42 大東放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区大東3-14-1 881-6911 50

43 高砂放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区岸町4-1-29 831-0900 50

44 岸町放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

浦和区岸町5-20-4 838-2073 30

45 谷田放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区太田窪5-10-6 885-9615 50

46 大谷場放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区南浦和1-18-3 887-6788 50

47 南浦和放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区南本町1-18-13 866-4788 50

48 沼影放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区曲本4-7-6 866-4377 50

49 辻放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区辻6-3-28 862-3255 55

50 善前放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区太田窪2500-1 882-0720 50

51 文蔵放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区文蔵4-19-3 837-8378 50

52 大谷口放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区大谷口993-16 881-2781 50

53 浦和別所放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区別所2-15-6 837-5951 50

54 大谷場東放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区大谷場2-13-54 883-1255 50

55 浦和大里放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

南区鹿手袋4-1-12 838-1441 50

56 三室放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区松木1-4-11 873-7838 50

57 中尾放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区中尾40-1 874-2422 50

58 原山放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区原山1-22-20 886-0199 50

59 大牧放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区東浦和6-13-15 874-0769 50
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60 大門放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区大門1361-13 878-4940 50

61 道祖土放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区道祖土1-1-1 885-2513 50

62 野田放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

緑区上野田16 812-3651 35

63 城北放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区岩槻6619 757-8903 70

64 太田放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区仲町1-17-3 756-4487 30

65 西原放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区西原4-97 758-8011 70

66 城南放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区南下新井1191-1 797-1898 30

67 岩槻放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区本町5-6-45 749-4174 30

68 慈恩寺放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区慈恩寺259 795-3555 30

69 東岩槻放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区諏訪2-6-1 794-6151 40

70 和土放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区黒谷1353 797-2670 30

71 徳力放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区徳力136-4 794-6106 30

72 柏崎放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区柏崎762 797-2705 30

73 上里放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区上里2-2 794-5757 40

74 新和放課後児童クラブ
さいたま市・(福)さいたま市
社会福祉事業団

岩槻区尾ヶ崎1252 798-7762 30
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令和４年４月１日現在

（１）障害支援課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 放課後デイサービスみのり 西区三橋６丁目１５８７番地 障害児通所支援事業所

2 ピース２号 西区指扇領別所２８１番 障害児通所支援事業所

3 ときめきスクールありがとう 西区大字三条町１６番地６ 障害児通所支援事業所

4 こぱんはうすさくら　西大宮教室 西区大字指扇２１２８番地４３ 障害児通所支援事業所

5 児童デイサービスあやめ 西区大字指扇２３３５番地６ 障害児通所支援事業所

6 医療ケア対応児童デイとっとちゃん 西区大字西遊馬２１８０番地１ 障害児通所支援事業所

7 ゆめの園アクト大宮日中一時支援事業所 西区大字中野林６５３番地５ 障害児通所支援事業所

8 あすぽーと指扇 西区大字宝来２２２４番地３ 障害児通所支援事業所

9 ドレミファソライズFCさいたま北 北区奈良町１５４番地１１　３階 障害児通所支援事業所

10 ハビー大宮桜木町４丁目教室 大宮区桜木町４丁目２０２番地 障害児通所支援事業所

11 放課後等デイサービス　エール・みはし 大宮区三橋２丁目６０６番 障害児通所支援事業所

12 さいたま市はるの園 見沼区春野２丁目３番５号 障害児通所支援事業所

13 こぱんはうすさくら　さいたま見沼教室 見沼区深作２丁目２５番６ 障害児通所支援事業所

14 アイダージュニア　さいたま中央教室
中央区下落合６丁目２番５号　WADA１１
１階

障害児通所支援事業所

15 プティ倶楽部　南与野 中央区上峰３丁目３番１２号 障害児通所支援事業所

16
アフタースクール　フォーワンズ・エス
キッズ

中央区上峰３丁目３番１２号 障害児通所支援事業所

17 バンブーワァオ　与野校 中央区新中里３丁目７番２６号 障害児通所支援事業所

18 さいたま市　杉の子園 中央区大戸２丁目７番１７号 障害児通所支援事業所

19 風の子クラブ 中央区八王子４丁目１番２１号 障害児通所支援事業所

20 児童デイサービスtokotoko 中央区八王子４丁目７番１５号 障害児通所支援事業所

21 児童デイ　太陽の子 中央区八王子５丁目２番１４号 障害児通所支援事業所
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22 児童デイえがお与野 桜区栄和３丁目２６番２２号 障害児通所支援事業所

23 児童デイサービスあさひ丸さくら 桜区桜田２丁目９番２号 障害児通所支援事業所

24 しびらきっず 桜区新開２丁目６番２３号 障害児通所支援事業所

25 児童デイサービスあさひ丸みらい 桜区西堀９丁目９番９号 障害児通所支援事業所

26 プティ倶楽部　２号館 桜区大字上大久保２０６番地１ 障害児通所支援事業所

27 児童デイ　太陽の歌 桜区大字塚本１７１番地 障害児通所支援事業所

28 児童デイサービス　そらまめ 桜区町谷４丁目１１番２５号 障害児通所支援事業所

29 こぱんはうすさくら　さいたま西浦和教室 桜区田島５丁目２１番４号 障害児通所支援事業所

30 コペルプラス　西浦和教室 桜区田島５丁目２４番１５号 障害児通所支援事業所

31 児童デイサービスあさひ丸 南区鹿手袋６丁目７番１９号　１Ｆ 障害児通所支援事業所

32 児童デイサービスまはろさいたま辻 南区辻２丁目９番１５号 障害児通所支援事業所

33 児童デイサービスあさひ丸リズム 南区曲本４丁目５番１６号 障害児通所支援事業所

34 さくらアフタースクール南浦和 南区根岸４丁目１５番４号 障害児通所支援事業所

35
体幹・脳幹・ＳＳＴソーシャルブレインズ
武蔵浦和教室

南区根岸５丁目１５番８号 障害児通所支援事業所

36 ててスクール　武蔵浦和教室 南区四谷１丁目５番１号 障害児通所支援事業所

37
放課後等デイサービス　ウィズ・ユー武蔵
浦和

南区四谷２丁目５番１１号　一英ビル１階 障害児通所支援事業所

38 重心デイ　いつもいっしょ 南区鹿手袋３丁目２０番１０号 障害児通所支援事業所

39 こぱんはうすさくら　さいたま中浦和教室 南区鹿手袋４丁目６番２２号 障害児通所支援事業所

40 デイルーム　ぽけっと 南区鹿手袋７丁目１０番１４号 障害児通所支援事業所

41 キッズさくら草 南区大字太田窪３５０１番地２ 障害児通所支援事業所

42 アフタースクール　わんぱく 南区大字大谷口５４０８番地 障害児通所支援事業所

43 児童デイサービスあさひ丸パーク 南区大谷場２丁目４番５号 障害児通所支援事業所

44 児童デイサービスあさひ丸ひろば第二 南区辻２丁目１番１４号 障害児通所支援事業所
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45 児童デイサービスあさひ丸ひろば 南区辻２丁目１番１６号 障害児通所支援事業所

46 児童デイサービスまはろ南浦和 南区南浦和３丁目４３番１５号 障害児通所支援事業所

47 I Tryジュニア武蔵浦和 南区別所６丁目４番２５号 障害児通所支援事業所

48 ててスクール　浦和教室 緑区太田窪１丁目１番３号 障害児通所支援事業所

49 さいたま市大崎むつみの里第２事業所 緑区大崎３７番地１ 障害児通所支援事業所

50 子ども発達支援センターつむぎ浦和美園 緑区美園３丁目３番地６ 障害児通所支援事業所

51 総合発達支援デイサービスきぼう 岩槻区諏訪１丁目２番地１４ 障害児通所支援事業所

52 障害福祉サービス事業所カーサ岩槻 岩槻区大字谷下１番地１ 障害児通所支援事業所

53 放課後等デイサービスきぼう東岩槻 岩槻区東岩槻２丁目５番地８ 障害児通所支援事業所

54 ネイスぷらす浦和美園校 岩槻区美園東２丁目１５番地１４ 障害児通所支援事業所

55 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 岩槻区大字馬込２１００番地 障害児入所施設

56 ゆずり葉 西区大字塚本１９１番地９ 障害者支援施設

57 杉の子学園 西区塚本町１丁目９４番地１ 障害者支援施設

58 障害者支援施設　しびらき 桜区新開３丁目３番１７号 障害者支援施設

59 埼玉県障がい者共同作業所 南区鹿手袋４丁目２７番１号 障害者支援施設

60 障害者支援施設　友愛学園 岩槻区大字大野島６６番地１ 障害者支援施設

61 プリムローズⅢ 西区西遊馬１１９８番地８ 障害福祉サービス事業所

62 株式会社ウィルピース 西区佐知川８９１番地１２ 障害福祉サービス事業所

63 生活介護事業所　ゆいまーる 西区西大宮１丁目３２番地８ 障害福祉サービス事業所

64 湯澤トレーニングセンター 西区西遊馬２丁目３番地 障害福祉サービス事業所

65 共同生活援助事業所イリス指扇 西区大字指扇１３６９番地 障害福祉サービス事業所

66 障害福祉サービス事業所ウェントス指扇 西区大字指扇１３９５番地１ 障害福祉サービス事業所

67 生活介護事業所　みらいと 西区大字植田谷本４０２番地２ 障害福祉サービス事業所
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68 ひかりホーム 西区大字植田谷本８３２番地１ 障害福祉サービス事業所

69
多機能型事業所　あかしあの森　花の食品
館レストラン

西区大字西新井２１６番地 障害福祉サービス事業所

70 やじろべえ 西区大字西遊馬２１８０番地１ 障害福祉サービス事業所

71 ゆめの園アクト大宮多機能型事業所 西区大字中野林６５３番地１ 障害福祉サービス事業所

72 ステップハウス 西区大字土屋５３１番地１ 障害福祉サービス事業所

73 社会医療法人　さいたま市民医療センター 西区大字島根２９９番地１ 障害福祉サービス事業所

74 介護老人保健施設　春陽苑 西区大字飯田新田９１番地１ 障害福祉サービス事業所

75 ほのぼの２ 西区大字宝来１５１６番地５ 障害福祉サービス事業所

76 ドッポケアホーム宝来 西区大字宝来３８２番地１ 障害福祉サービス事業所

77 きずなの里 西区大字宝来５０１番地１ 障害福祉サービス事業所

78 すこやか倶楽部　杉の子マート 西区塚本町１丁目１番地１ 障害福祉サービス事業所

79 プリムローズ 西区塚本町３丁目１３９番地 障害福祉サービス事業所

80 多機能型事業所　あかしあの森 西区塚本町３丁目１３９番地１ 障害福祉サービス事業所

81 ゆめのかけはしⅤ 北区奈良町１３１番地７７ 障害福祉サービス事業所

82
ＣｏｃｏｒｐｏｒｔＣｏｌｌｅｇｅ大宮
キャンパス

大宮区桜木町４丁目２０９番地　第３バー
ディートライビル６階

障害福祉サービス事業所

83
就労定着支援ディーキャリア大宮第二事業
所

大宮区桜木町４丁目２０９番　第三バー
ディトライビル３階

障害福祉サービス事業所

84 ディーキャリア　大宮第二オフィス 大宮区桜木町４丁目２０９番地 障害福祉サービス事業所

85 リワークセンター大宮
大宮区桜木町４丁目２１０番　鈴木ビル３
Ｆ

障害福祉サービス事業所

86
ディーキャリアITエキスパート　大宮オ
フィス

大宮区桜木町４丁目２４０番地　山崎ビル
２階東

障害福祉サービス事業所

87 エバーグリーン大宮 大宮区桜木町４丁目７３番地１ 障害福祉サービス事業所

88 就労継続支援施設よもの木 大宮区三橋１丁目８１５番地１ 障害福祉サービス事業所

89 Studio Nagi 大宮区三橋４丁目１０８番地１１ 障害福祉サービス事業所

90
さいたま市障害者福祉施設
春光園けやき

見沼区宮ヶ谷塔１丁目２８０番地 障害福祉サービス事業所
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91 きらり 見沼区深作２丁目６番地２ 障害福祉サービス事業所

92 そめや共同作業所 見沼区染谷２丁目１４５番地 障害福祉サービス事業所

93 あざみ共同作業所 見沼区染谷２丁目１４５番地 障害福祉サービス事業所

94 ゆいのわ 見沼区大字東新井７１０番地１３３ 障害福祉サービス事業所

95 ななほし 見沼区東宮下１丁目６８番地 障害福祉サービス事業所

96 ウーリー与野本町 中央区下落合７丁目６番８号 障害福祉サービス事業所

97 つばさ共同作業所 中央区上峰２丁目１０番２０号 障害福祉サービス事業所

98 さいたま市みずき園 中央区大戸２丁目７番２１号 障害福祉サービス事業所

99 NPO法人　元気工房 中央区八王子４丁目１番２０号 障害福祉サービス事業所

100 グループホーム華 中央区本町東４丁目１７番７号 障害福祉サービス事業所

101 さいたま市与野本町デイサービスセンター 中央区本町東４丁目７番２０号 障害福祉サービス事業所

102 グループホーム　オアシス 桜区神田６１９番地　グリーンプラザ 障害福祉サービス事業所

103 しびらき通り商店街 桜区新開１丁目４番１３号 障害福祉サービス事業所

104 しびらきハウス桜新開 桜区新開１丁目５番１号 障害福祉サービス事業所

105 しびらき通り商店街 桜区新開１丁目６番２８号 障害福祉サービス事業所

106 アスタネ 桜区西堀８丁目３番１５号１ 障害福祉サービス事業所

107 てづくり厨ふぁくとりー 桜区西堀８丁目９番１８号 障害福祉サービス事業所

108 ゆめの園アクト浦和多機能型事業所 桜区西堀９丁目９番２３号 障害福祉サービス事業所

109 しびらきハウス桜神田Ⅰ 桜区大字神田４２９番地 障害福祉サービス事業所

110 しびらきハウス桜神田Ⅱ 桜区大字神田４２９番地 障害福祉サービス事業所

111 しびらきハウス桜塚本 桜区大字塚本６０番地１ 障害福祉サービス事業所

112 リハサービス西浦和 桜区田島４丁目３８番３号 障害福祉サービス事業所

113 エミナ４号館 桜区田島５丁目２４番１７号 障害福祉サービス事業所
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114 けやき 桜区田島７丁目１９番１１号 障害福祉サービス事業所

115 エミナ１号館 桜区道場１丁目３番３１号 障害福祉サービス事業所

116 株式会社ハマウラ福祉工場 南区曲本５丁目４番１６号 障害福祉サービス事業所

117 さんご 南区根岸３丁目８番１４号 障害福祉サービス事業所

118 グループホーム　サクラ荘 南区四谷１丁目３番１２号 障害福祉サービス事業所

119 ＢＥＬＬ武蔵浦和 南区四谷１丁目５番１号　貴秋館２０１ 障害福祉サービス事業所

120 のぞみリハビリテーション 南区四谷３丁目１３番１５号 障害福祉サービス事業所

121 self-A・アイステージ中浦和 南区鹿手袋２丁目５番５号 障害福祉サービス事業所

122 のびろ作業所 南区太田窪５丁目１番１号 障害福祉サービス事業所

123 グランシティ 南区太田窪５丁目２８番２８号 障害福祉サービス事業所

124 デイセンターさくら草 南区大字太田窪３５０１番地２ 障害福祉サービス事業所

125 デイセンターコスモス 南区大字太田窪３５０５番地１１ 障害福祉サービス事業所

126 デイセンターアトム 南区大字太田窪３５０５番地８ 障害福祉サービス事業所

127 デイズ 南区大字大谷口５６９８番地１ 障害福祉サービス事業所

128 あけぼの作業所 南区辻１丁目３０番１５号 障害福祉サービス事業所

129 あさひ元気村 南区辻２丁目１番１６号 障害福祉サービス事業所

130 まるのいえ１号館 南区辻２丁目１番５号 障害福祉サービス事業所

131 まるのいえ２号館 南区辻２丁目１番５号 障害福祉サービス事業所

132 さんご 南区辻３丁目９番２６号 障害福祉サービス事業所

133 さんご１号館 南区辻４丁目１７番２号 障害福祉サービス事業所

134 クローバーハウス 南区内谷３丁目５番１１号 障害福祉サービス事業所

135 未来工房　南浦和 南区南浦和２丁目３９番１６号 障害福祉サービス事業所

136 Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ武蔵浦和Ｏｆｆｉｃｅ 南区白幡３丁目１０番１１号 障害福祉サービス事業所
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137 ことぶきハウス 南区白幡３丁目２番７号 障害福祉サービス事業所

138 しらはた作業所 南区白幡５丁目１１番１５号 障害福祉サービス事業所

139 キュアホーム4号棟 南区文蔵４丁目３番９号 障害福祉サービス事業所

140 アイトライ武蔵浦和センター 南区別所６丁目４番２５号 障害福祉サービス事業所

141 まんま村　りくの郷 緑区大間木１７０１番地１ 障害福祉サービス事業所

142 第２のびろ荘 緑区芝原２丁目９番地１２ 障害福祉サービス事業所

143 障がい者グループホームさくらいろ　松木 緑区松木３丁目３４番地５ 障害福祉サービス事業所

144
さいたま市大崎むつみの里
第１事業所

緑区大崎３７番地１ 障害福祉サービス事業所

145 まんま村　そらの郷 緑区大字大間木１７０１番地６ 障害福祉サービス事業所

146 犬も歩けば・・・。 緑区東大門２丁目２２番地１ 障害福祉サービス事業所

147 さいたま市　槻の木　第１やまぶき 岩槻区古ヶ場２丁目１番地１１ 障害福祉サービス事業所

148 クラフトBOX 岩槻区太田２丁目１６番２号 障害福祉サービス事業所

149 障害福祉サービス事業所フロス岩槻 岩槻区大字加倉２８５番地１ 障害福祉サービス事業所

150 障害福祉サービス事業所カーサ岩槻 岩槻区大字谷下１番地１ 障害福祉サービス事業所

151 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 岩槻区大字馬込２１００番地 障害福祉サービス事業所

152 FORCE 岩槻区東岩槻１丁目１番地２ 障害福祉サービス事業所

153 あいらいふ
岩槻区東岩槻２丁目２番地１１　萩原ビル
２F

障害福祉サービス事業所

154 作業所ひな 岩槻区東岩槻５丁目２番地３ 障害福祉サービス事業所

155 グループホーム心 岩槻区南平野３丁目１５番地１６ 障害福祉サービス事業所

156 彩のいえ 岩槻区南平野４丁目１９番地７ 障害福祉サービス事業所

157 第３彩のいえ 岩槻区南平野４丁目１９番地７ 障害福祉サービス事業所

158 えーる 岩槻区美園東１丁目８番地１ 障害福祉サービス事業所

159 本丸ホーム 岩槻区本丸１丁目６番１２号 障害福祉サービス事業所
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160 プレジールさいたま２号館 岩槻区本丸３丁目１６番８号 障害福祉サービス事業所

161 グループホームはなつみ 岩槻区本丸４丁目５番５６号 障害福祉サービス事業所

162 かりんホーム 中央区八王子２丁目１０番８号 生活ホーム

163 第1たかさご荘 中央区八王子４丁目１０番４号 生活ホーム

164 第2たかさご荘 中央区八王子４丁目８番１８号 生活ホーム

165 第3たかさご荘 中央区八王子４丁目８番２号 生活ホーム

166 よつばハイツ 中央区本町東１丁目１６番１号 生活ホーム

167 虹の会生活ホーム 桜区大字下大久保７６１番地１ 生活ホーム

168 生活ホーム悠々 桜区大字白鍬６４３番地１ 生活ホーム

169 あけぼのはうす 南区根岸４丁目６番７号 生活ホーム

170 ふれあい工房みなわ 大宮区三橋１丁目４３９番地１ 地域活動支援センター

171 さいたまマック 見沼区大字東新井７１０番地３３ 地域活動支援センター

172 ドリームホープ・ぷある 桜区栄和６丁目７番１６号 地域活動支援センター

173 障害者生活ネットワークうらわ 桜区大字大久保領家５７４番地 地域活動支援センター

174 就労センター夢燈館 桜区南元宿２丁目２２番９号 地域活動支援センター

175 茶色いお家 緑区大字大牧１４９５番地 地域活動支援センター

5 - 5 - 8



資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－５】水防法による浸水想定区域における要配慮者が利用する施設一覧表

（２）高齢福祉課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 大砂土デイサービスセンター 北区今羽町６３７番地１ デイサービスセンター

2 与野本町デイサービスセンター 中央区本町東４丁目７番２０号 デイサービスセンター

3 馬宮荘 西区大字西遊馬５３３番地１ 老人福祉センター

4 東楽園 見沼区大字膝子１１５１番地１ 老人福祉センター

5 いこい荘 中央区下落合５丁目１１番１２号 老人福祉センター

6 寿楽荘 桜区大字下大久保７２７番地１ 老人福祉センター

7 武蔵浦和荘 南区別所７丁目２０番１号 老人福祉センター

8 西楽園 西区大字宝来６０番地１
老人福祉センター（・コミュ
ニティ施設・屋内プール）

9 槻寿苑 岩槻区大字笹久保１３９３番地
老人福祉センター・
デイサービスセンター
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（３）介護保険課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 エクラシア指扇 西区大字土屋３６番地１ サービス付き高齢者向け住宅

2 ディーフェスタ東大宮 見沼区東大宮２丁目６番地２ サービス付き高齢者向け住宅

3 サンライズ栄和 桜区栄和１丁目８番１０号３ サービス付き高齢者向け住宅

4 ココファン中浦和 桜区西堀２丁目１１番３０号 サービス付き高齢者向け住宅

5 ハーウィル中浦和 桜区西堀７丁目１７番３６号 サービス付き高齢者向け住宅

6 エクラシア与野西 桜区大字神田３３０番地 サービス付き高齢者向け住宅

7 エクラシア与野 桜区大字神田７２番地 サービス付き高齢者向け住宅

8 センチュリーテラス白鍬 桜区大字白鍬７３６番地８ サービス付き高齢者向け住宅

9 エクラシア西浦和 南区曲本１丁目１５番１５号 サービス付き高齢者向け住宅

10 リハビリの家　西浦和 南区松本２丁目１８番１４号 サービス付き高齢者向け住宅

11 エクラシア南浦和 南区辻７丁目２番２号 サービス付き高齢者向け住宅

12 夢眠みなみうらわ 南区辻７丁目５番２５号 サービス付き高齢者向け住宅

13 エイジフリーハウスさいたま武蔵浦和 南区内谷６丁目２番２６号 サービス付き高齢者向け住宅

14 エクラシア東浦和 緑区大字大牧２１３３番地１ サービス付き高齢者向け住宅

15 ケアガーデン岩槻 岩槻区大字南辻２２番地２ サービス付き高齢者向け住宅

16 ケアガーデン岩槻Ⅱ 岩槻区大字南辻字前１７番地５ サービス付き高齢者向け住宅

17 ハーウィル東岩槻アネックス 岩槻区東岩槻５丁目１０番地２６ サービス付き高齢者向け住宅

18 ハーウィル東岩槻 岩槻区東岩槻５丁目１０番地５ サービス付き高齢者向け住宅

19 エクラシア岩槻 岩槻区南平野３丁目２４番地１ サービス付き高齢者向け住宅

20 医療法人　慈弘会　岩槻中央病院 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 介護療養型医療施設

21 特別養護老人ホーム　ひかわ 西区大字高木８９２番地 介護老人福祉施設
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№ 施設名 所在地 種別

22 特別養護老人ホーム　遊美園 西区大字佐知川１５２２番地１ 介護老人福祉施設

23 特別養護老人ホーム　フォレスト指扇 西区大字指扇１２７７番地１１ 介護老人福祉施設

24 特別養護老人ホーム　緑水苑指扇 西区大字指扇１５７０番地２ 介護老人福祉施設

25 特別養護老人ホーム　中野林ゆめの園 西区大字中野林６５０番地１ 介護老人福祉施設

26 介護老人福祉施設春陽苑 西区大字飯田新田９１番地１ 介護老人福祉施設

27 特別養護老人ホーム　敬寿園宝来ホーム 西区大字宝来８６番地１ 介護老人福祉施設

28
特別養護老人ホーム敬寿園宝来ホーム　ユ
ニット型

西区大字宝来８６番地１ 介護老人福祉施設

29 特別養護老人ホーム　今羽の森 北区今羽町６５０番地１ 介護老人福祉施設

30 ウエルガーデン大宮 北区今羽町６６０番地１ 介護老人福祉施設

31 特別養護老人ホーム　なごみの里 北区別所町８９２番地 介護老人福祉施設

32 特別養護老人ホーム　大宮諏訪の苑 大宮区三橋４丁目８７５番地２ 介護老人福祉施設

33 介護老人福祉施設　さいたまやすらぎの里 見沼区卸町２丁目２１番地１ 介護老人福祉施設

34
介護老人福祉施設　さいたまやすらぎの里
新館

見沼区卸町２丁目２４番地 介護老人福祉施設

35 見沼さくらの杜 見沼区大字東宮下８８３番地１ 介護老人福祉施設

36 特別養護老人ホーム見沼緑水苑 見沼区大和田町２丁目３３６番地 介護老人福祉施設

37 特別養護老人ホーム　恵の里 見沼区東宮下１丁目１３番地１ 介護老人福祉施設

38 指定介護老人福祉施設きりしき 中央区新中里２丁目８番６号 介護老人福祉施設

39 指定介護老人福祉施設ユニット型きりしき 中央区新中里２丁目８番６号 介護老人福祉施設

40 特別養護老人ホーム　緑水苑与野 中央区大戸１丁目３３番１２号 介護老人福祉施設

41 介護老人福祉施設　ブエナビスタ 桜区西堀４丁目８番２４号 介護老人福祉施設

42
特別養護老人ホーム　さいたまロイヤルの
園

桜区大字五関３９６番地２ 介護老人福祉施設

43 特別養護老人ホーム彩寿苑 桜区大字宿４００番地 介護老人福祉施設
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44 特別養護老人ホーム夢眠さくら 桜区町谷２丁目７番１８号 介護老人福祉施設

45 特別養護老人ホーム　けやきホームズ 南区鹿手袋７丁目１３番４号 介護老人福祉施設

46
特別養護老人ホーム　埼玉さくらんぼⅠ番
館

南区大字太田窪３５０４番地３ 介護老人福祉施設

47 特別養護老人ホームリバティハウス 緑区松木３丁目２９番地５ 介護老人福祉施設

48 特別養護老人ホームリバティハウス新館 緑区松木３丁目２９番地５ 介護老人福祉施設

49 特別養護老人ホーム　あすなろの郷　浦和 緑区大字三室３０２９番地３ 介護老人福祉施設

50 白寿園 緑区大字寺山１５７番地 介護老人福祉施設

51 ケアセンター岩槻名栗園 岩槻区諏訪３丁目２番地２ 介護老人福祉施設

52 岩槻まきば園 岩槻区大字横根１３７５番地 介護老人福祉施設

53 特別養護老人ホーム　フレシール岩槻 岩槻区大字加倉１９０番地 介護老人福祉施設

54 特別養護老人ホーム　彩幸の杜 岩槻区大字増長３７８番地１ 介護老人福祉施設

55 介護老人福祉施設　さいたまほほえみの里 岩槻区大字長宮１５１２番地１ 介護老人福祉施設

56 特別養護老人ホームやまぶきの里 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 介護老人福祉施設

57 ル・サンク湯澤 西区三橋６丁目５６７番地 介護老人保健施設

58 高齢者ケアセンター　ゆらぎ 西区大字西遊馬１５５６番地１ 介護老人保健施設

59 老人保健施設春陽苑 西区大字飯田新田９１番地１ 介護老人保健施設

60 介護老人保健施設　びわの葉 西区大字宝来１３４８番地１ 介護老人保健施設

61
医療法人社団　松弘会　介護老人保健施設
トワーム指扇

西区大字宝来字町田５９１番地 介護老人保健施設

62 介護老人保健施設　みやびの里 北区別所町９２０番地 介護老人保健施設

63
介護老人保健施設　アーバンみらいハート
ランド東大宮

見沼区春野２丁目９番２２号 介護老人保健施設

64 介護老人保健施設　七里 見沼区東宮下１丁目１５２番地１ 介護老人保健施設

65 老人保健施設うらわの里 桜区西堀８丁目４番１号 介護老人保健施設
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66 介護老人保健施設ファインハイム 桜区大字宿３７２番地１ 介護老人保健施設

67 介護老人保健施設　葵の園・浦和 南区内谷５丁目２４番１号 介護老人保健施設

68 介護老人保健施設　あさがお 緑区大崎３３８５番地１ 介護老人保健施設

69 介護老人保健施設　エスポワール岩槻 岩槻区大字表慈恩寺５４１番地１ 介護老人保健施設

70 みどりの里 北区別所町１８番地２３ 交流型通所サービス

71 小規模多機能型居宅介護　扇の森 西区大字中釘２３４５番地１ 小規模多機能型居宅介護

72 愛・コミュニティホームさいたま田島 桜区田島９丁目１７番７号 小規模多機能型居宅介護

73
小規模多機能型居宅介護事業所　埼玉さく
らんぼⅡ番館

南区大字太田窪３５１６番地１７ 小規模多機能型居宅介護

74
パナソニック　エイジフリーケアセンター
さいたま武蔵浦和・小規模多機能

南区内谷６丁目２番２６号 小規模多機能型居宅介護

75 三橋ケアセンターそよ風 大宮区三橋１丁目８７１番地 短期入所生活介護

76
パナソニック エイジフリーケアセンター中
浦和・ショートステイ

桜区西堀１丁目１１番３２号 短期入所生活介護

77 ショートステイひだまり大久保 桜区大字上大久保５５番地１ 短期入所生活介護

78 介護老人保健施設春陽苑 西区大字飯田新田９１番地１ 短期入所療養介護

79 岩槻中央病院 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 短期入所療養介護

80 特別養護老人ホーム扇の森ＷＥＳＴ 西区大字中釘２３４５番地１
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

81
特別養護老人ホーム　埼玉さくらんぼⅡ番
館

南区大字太田窪３５１６番地１７
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

82 だんらんの家　指扇 西区大字指扇１１１８番地３６ 地域密着型通所介護

83 光和堂通所介護 西区大字指扇領別所３２６番地１ 地域密着型通所介護

84 デイサービス　楽しいわが家 西区大字西遊馬７１番地１ 地域密着型通所介護

85 さいたま市大砂土デイサービスセンター 北区今羽町６３７番地１ 地域密着型通所介護

86 奈良町デイサービス 北区奈良町１５９番地６ 地域密着型通所介護

87 グリーンデイ大宮桜木町 大宮区桜木町４丁目７０８番地 地域密着型通所介護
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88 ひととひと 大宮区大成町１丁目５１６番地１ 地域密着型通所介護

89 ロイヤルクラブケアセンター 中央区桜丘１丁目１３番１号 地域密着型通所介護

90 幸皆歓おおと 中央区新中里２丁目４番５号　１０２ 地域密着型通所介護

91 デイサービス　ふあり 中央区新中里２丁目９番３８号 地域密着型通所介護

92
ひだまりの会デイサービス与野本町の家
弐番館

中央区本町東４丁目１７番６号 地域密着型通所介護

93 きりんの部屋 中央区本町東４丁目１７番６号 地域密着型通所介護

94 健康倶楽部　楽 桜区大字五関８２０番１ 地域密着型通所介護

95 リハビリ倶楽部　楽 桜区大字神田２３６番地１ 地域密着型通所介護

96 埼玉ライフデイサービスセンター 桜区田島４丁目９番８号 地域密着型通所介護

97 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　西浦和 南区四谷１丁目６番２４号 地域密着型通所介護

98
センチュリーハウス武蔵浦和　デイサービ
ス　オリーブ

南区鹿手袋４丁目３２番３０号 地域密着型通所介護

99 リハビリセンターワン・ステップ辻店 南区辻３丁目２番２５号 地域密着型通所介護

100 こころデイサービス武蔵浦和 南区内谷７丁目７番２６号 地域密着型通所介護

101 Ｐｌａｔｉｎａ　Ｓａｌｏｎ　浦和南 南区南浦和２丁目４番２号 地域密着型通所介護

102 デイサービス　こんぺいとう 緑区芝原２丁目９番地９ 地域密着型通所介護

103 デイサービス　奏　太田窪 緑区太田窪１丁目２番１１号 地域密着型通所介護

104 株式会社　生きいき 緑区大字大間木１７０１番地６ 地域密着型通所介護

105 さいたま市槻寿苑デイサービスセンター 岩槻区大字笹久保１３９３番地 地域密着型通所介護

106 天空の里 岩槻区大字裏慈恩寺１０６番地２３ 地域密着型通所介護

107 デイハウス　つくしんぼ　岩槻　Mahalo 岩槻区東岩槻１丁目６番地２ 地域密着型通所介護

108 ミモザ浦和 桜区大字神田７１５番地
地域密着型特定施設入居者生
活介護

109 西大宮病院デイケア 大宮区三橋１丁目１１７３番地 通所リハビリテーション
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110 さいたま記念病院 見沼区大字東宮下１９６番地 通所リハビリテーション

111 ロコモステーションふさ 緑区美園５丁目４６番地７ 通所リハビリテーション

112 いしまるクリニック 岩槻区諏訪２丁目２番地１５ 通所リハビリテーション

113 リハビリいわつき 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 通所リハビリテーション

114 ツクイさいたま指扇プラザ 西区プラザ１０３番地９ 通所介護

115 あずみ苑　三橋 西区三橋５丁目５１７番地 通所介護

116 佐知川ケアセンターそよ風 西区大字佐知川１０５９番地１ 通所介護

117 デイケアセンター みると 西区大字西遊馬１２５８番地 通所介護

118 デイホーム  まみや 西区大字西遊馬７７１番地２ 通所介護

119 デイサービスセンターエクラシア指扇 西区大字土屋３６番地１ 通所介護

120 大宮三橋ケアセンターそよ風 大宮区三橋１丁目３４５番地１ 通所介護

121 三橋ケアセンター　そよ風 大宮区三橋１丁目８７１番地 通所介護

122 でいとれセンター　ひばり　堀の内 大宮区堀の内町１丁目６０６番地 通所介護

123 ツクイさいたま円阿弥 中央区円阿弥２丁目３番２２号 通所介護

124 与野 ケアセンターそよ風 中央区桜丘１丁目１１番１１号 通所介護

125 さいたま市与野本町デイサービスセンター 中央区本町東４丁目７番２０号 通所介護

126 でいとれセンター　ひばり　南与野 中央区鈴谷２丁目１２１５番地１ 通所介護

127 ヒューマンライフケア南与野の湯 中央区鈴谷２丁目５４９番地２４ 通所介護

128
パナソニック エイジフリーケアセンター中
浦和・デイサービス

桜区西堀１丁目１１番３２号 通所介護

129 アズハイム中浦和デイサービスセンター 桜区西堀２丁目２１番１１号 通所介護

130 ゆめの園　りふれ浦和 桜区西堀９丁目９番２３号 通所介護

131 ニチイケアセンター　浦和 桜区大字下大久保１８６番地７ 通所介護
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132 かえでデイサービスセンター　桜区 桜区大字下大久保９２４番地 通所介護

133 あずみ苑　五関 桜区大字五関２９番地１ 通所介護

134 笑美の郷 桜区大字五関７５３番地１ 通所介護

135
医療法人 聖仁会デイサービスセンターさく
らの里

桜区大字上大久保８３０番地１ 通所介護

136 デイサービスセンターエクラシア与野西 桜区大字神田３３０番地 通所介護

137 デイサービスセンターエクラシア与野 桜区大字神田７２番地 通所介護

138 コンパスウォーク与野 桜区大字白鍬３９番地２ 通所介護

139 桜中央ケアセンターそよ風 桜区中島１丁目３番１４号 通所介護

140 ツクイさいたま西浦和 桜区田島２丁目５番２３号 通所介護

141 リハサービス西浦和 桜区田島４丁目３８番３号 通所介護

142 ファミタウン西浦和駅前 桜区田島５丁目２４番１号 通所介護

143 デイサービスセンターエクラシア西浦和 南区曲本１丁目１５番１５号 通所介護

144 でいとれセンター　ひばり曲本 南区曲本５丁目８番３号２０１ 通所介護

145
コープみらい　さいたまデイサービスセン
ター

南区根岸２丁目１５番２号 通所介護

146 活々道場　ひばり　根岸 南区根岸３丁目１４番８号 通所介護

147 デイサービスセンター　トレセン六辻 南区根岸５丁目８番１号 通所介護

148 のぞみリハビリテーション 南区四谷３丁目１３番１５号 通所介護

149 でいとれセンターひばり浦和中央 南区鹿手袋３丁目１５番１３号 通所介護

150
ジェクサー・プラチナジム　コトニア武蔵
浦和

南区鹿手袋３丁目１５番２１号 通所介護

151 デイサービス遊・友・悠 南区鹿手袋４丁目３１番１７号 通所介護

152 でいとれセンターひばり　武蔵浦和 南区鹿手袋４丁目３１番１７号 通所介護

153 アズハイムテラス浦和円正寺 南区大字太田窪３５１７番地１１ 通所介護
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154 ニチイケアセンター大谷口 南区大字大谷口５３２２番地 通所介護

155 ツクイさいたま辻 南区辻６丁目６番７号 通所介護

156 あすなろデイサービス浦和 南区辻７丁目１３番１５号 通所介護

157 デイサービスセンターエクラシア南浦和 南区辻７丁目２番２号 通所介護

158 武蔵浦和ケアセンターそよ風 南区内谷５丁目５番２６号 通所介護

159 ジェクサー・プラチナジム　武蔵浦和 南区内谷６丁目５番２号 通所介護

160 ジェクサー・プラチナジム　南浦和 南区南浦和２丁目３４番９号 通所介護

161 ことぶきハウス 南区白幡３丁目２番７号 通所介護

162 デイサービス　ソラスト武蔵浦和 南区白幡４丁目１９番１号 通所介護

163 はなまるデイサービス武蔵浦和 南区白幡４丁目２１番６号 通所介護

164 ゆらFit 南区文蔵３丁目１番２号 通所介護

165 デイサービスセンターエクラシア東浦和 緑区大字大牧２１３３番地１ 通所介護

166 デイサービス　ラスベガス浦和美園 緑区美園５丁目４３番地１０ 通所介護

167
ヒューマンサポート岩槻デイサービスセン
ター

岩槻区上野６丁目３番地１０ 通所介護

168 あしすとリハ 岩槻区大字上野６３番地１ 通所介護

169 デイサービスセンター彩幸の杜 岩槻区大字増長３７８番地１ 通所介護

170 カモミール 岩槻区大字大谷４５７番地１ 通所介護

171 デイサービスセンター　トレセン東岩槻 岩槻区東岩槻２丁目１番地６ 通所介護

172 デイサービスあい介護 岩槻区南平野２丁目４番地１５ 通所介護

173 あしすとリハ 南平野 岩槻区南平野３丁目２１番地１２ 通所介護

174 デイサービスセンターエクラシア岩槻 岩槻区南平野３丁目２４番地１ 通所介護

175 デイサービスセンター　トレセン南平野 岩槻区南平野３丁目２５番地２８ 通所介護
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176 イリーゼ西大宮 西区三橋６丁目１２３５番地１ 特定施設入居者生活介護

177
介護付有料老人ホーム　すこや家・大宮佐
知川

西区大字佐知川１１４４番地１ 特定施設入居者生活介護

178 ホームステーションらいふ　指扇 西区大字土屋２４２番地１ 特定施設入居者生活介護

179
介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン
さいたま指扇

西区大字土屋上新田１７２９番地１ 特定施設入居者生活介護

180
介護付有料老人ホーム　すこや家・大宮日
進

北区日進町１丁目１９８番地４ 特定施設入居者生活介護

181 ニチイホーム大宮 北区日進町２丁目１３３４番地 特定施設入居者生活介護

182 そんぽの家　大宮 大宮区三橋２丁目５６１番地１ 特定施設入居者生活介護

183 ピュアリーフ　大宮 大宮区三橋２丁目６７３番地１ 特定施設入居者生活介護

184
介護付有料老人ホーム　みんなの家・三橋
４丁目

大宮区三橋４丁目５９番地１ 特定施設入居者生活介護

185 聖蹟プライムケアコート東大宮 見沼区春野２丁目１０番２５号 特定施設入居者生活介護

186 あいらの杜　埼玉与野 中央区円阿弥２丁目１１番２２号 特定施設入居者生活介護

187 ベストライフ与野 中央区上落合８丁目１０番１３号 特定施設入居者生活介護

188 ライフコミューン南与野 中央区鈴谷２丁目１２３４番地５ 特定施設入居者生活介護

189 ベストライフさいたま 中央区鈴谷５丁目２番５号 特定施設入居者生活介護

190 ホームステーションらいふ与野本町 中央区鈴谷６丁目１２番１０号 特定施設入居者生活介護

191 有料老人ホーム　サニーライフさいたま桜 桜区栄和１丁目２３番１２号 特定施設入居者生活介護

192 あずみ苑グランデ桜 桜区栄和６丁目１４番３号 特定施設入居者生活介護

193 浦和さくら翔裕館 桜区桜田２丁目９番１０号 特定施設入居者生活介護

194 リハビリホームまどか中浦和 桜区西堀１丁目１８番２６号 特定施設入居者生活介護

195 アズハイム中浦和 桜区西堀２丁目２１番９号 特定施設入居者生活介護

196
介護付有料老人ホーム　みんなの家・中浦
和

桜区西堀６丁目９番１号 特定施設入居者生活介護

197 サンスーシ北浦和 桜区大字下大久保８１番地２ 特定施設入居者生活介護
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198 ニチイホーム与野本町 桜区大字上大久保９３２番地１ 特定施設入居者生活介護

199
介護付有料老人ホーム　プレザンメゾン
さいたま南与野

桜区南元宿１丁目２番２９号 特定施設入居者生活介護

200 メディカルホームまどか武蔵浦和 南区四谷３丁目１３番２０号 特定施設入居者生活介護

201 イリーゼ中浦和 南区鹿手袋２丁目６番２０号 特定施設入居者生活介護

202 センチュリーハウス武蔵浦和 南区鹿手袋４丁目３２番３０号 特定施設入居者生活介護

203 スマイリングホームメディス武蔵浦和 南区鹿手袋５丁目５番６号 特定施設入居者生活介護

204 ココファン浦和六辻 南区辻３丁目３番１５号 特定施設入居者生活介護

205 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ武蔵浦和 南区辻５丁目８番３号 特定施設入居者生活介護

206
有料老人ホーム　ライフ＆シニアハウス南
浦和

南区南本町１丁目４番１２号 特定施設入居者生活介護

207 グランダ武蔵浦和 南区白幡６丁目１０番１５号 特定施設入居者生活介護

208 有料老人ホーム　サニーライフ　南浦和 南区文蔵３丁目２５番１号 特定施設入居者生活介護

209 アズハイム南浦和 南区文蔵３丁目３１番１２号 特定施設入居者生活介護

210
介護付有料老人ホーム　みんなの家・東浦
和２

緑区大字大間木１６７７番地１ 特定施設入居者生活介護

211
介護付有料老人ホームヒューマンサポート
岩槻

岩槻区上野６丁目３番地１０ 特定施設入居者生活介護

212 ローズ・ヴィラ 岩槻区大字増長１１２番地 特定施設入居者生活介護

213 メディカルホームここち東岩槻 岩槻区東岩槻２丁目１番地１ 特定施設入居者生活介護

214 ふれあい多居夢大宮 西区大字植田谷本４６１番地３ 認知症対応型共同生活介護

215 ふるさとの家 西区大字清河寺７２２番地１ 認知症対応型共同生活介護

216 グループホームみんなの家与野大戸 中央区大戸２丁目１０番１２号 認知症対応型共同生活介護

217 愛の家グループホームさいたま八王子 中央区八王子３丁目１１番８号 認知症対応型共同生活介護

218 グループホームみんなの家　与野本町 中央区本町東４丁目１７番４号 認知症対応型共同生活介護

219 愛の家グループホーム南与野 中央区鈴谷１丁目２４番地１ 認知症対応型共同生活介護
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220 グループホームみんなの家　与野鈴谷 中央区鈴谷５丁目１４番１号 認知症対応型共同生活介護

221 愛の家グループホームさいたま山久保 桜区山久保１丁目７番１３号 認知症対応型共同生活介護

222 グループホーム・桜の宿 桜区大字宿１４０番地１ 認知症対応型共同生活介護

223 愛の家グループホームさいたま中島 桜区中島４丁目１２番１４号 認知症対応型共同生活介護

224 愛・グループホームさいたま田島 桜区田島９丁目１７番７号 認知症対応型共同生活介護

225 愛の家グループホームさいたま松本 南区松本４丁目１８番３号 認知症対応型共同生活介護

226 あおきさん家　浦和南 南区大字円正寺５１９番地６ 認知症対応型共同生活介護

227 ニチイケアセンター武蔵浦和 南区辻４丁目１９番１３号 認知症対応型共同生活介護

228 あすなろホーム浦和 南区辻７丁目１３番１５号 認知症対応型共同生活介護

229 グループホーム　みその 緑区美園６丁目２６番地３ 認知症対応型共同生活介護

230 愛の家グループホーム　岩槻城北 岩槻区大字岩槻６７９６番地 認知症対応型共同生活介護

231 グループホーム愛樂 岩槻区南平野２丁目４番地１５ 認知症対応型共同生活介護

232 まみや倶楽部 西区大字西遊馬１３２０番地１ 認知症対応型通所介護

233 認知症デイサービス・桜の宿 桜区大字宿１４０番地１ 認知症対応型通所介護

234 青木リハビリセンター東浦和 南区大字大谷口５７０２番地 認知症対応型通所介護

235 看多機かえりえ東大宮 見沼区東大宮２丁目６番地９
複合型サービス（看護小規模
多機能型居宅介護）

236 ナーシングホーム日和高木 西区大字高木２６６番地 有料老人ホーム

237 プライエボーリ湯澤 西区大字西遊馬３６７番地５ 有料老人ホーム

238 茶の木 西区大字西遊馬８４７番地３ 有料老人ホーム

239 マザーグランジュ・ウエスト中釘 西区大字中釘２１４３番地６ 有料老人ホーム

240 三橋そよ風ホーム 大宮区三橋１丁目８７１番地 有料老人ホーム

241 聖蹟プライムコート東大宮 見沼区春野２丁目１０番２５号 有料老人ホーム

5 - 5 - 20



資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－５】水防法による浸水想定区域における要配慮者が利用する施設一覧表

№ 施設名 所在地 種別

242 コンフォータブル・プラス下大久保 桜区大字下大久保１０番地２ 有料老人ホーム

243 ライフハウス浦和 南区鹿手袋４丁目３１番１０号 有料老人ホーム

244 みつばメゾン武蔵浦和 南区鹿手袋４丁目４番１号 有料老人ホーム

245 ライフハウス浦和２ 南区鹿手袋５丁目３番５号 有料老人ホーム

246 ジョイライフさいたま 南区文蔵３丁目２３番５号 有料老人ホーム

247 浦和成匠邸 南区別所６丁目４番４０号 有料老人ホーム

248 レジデンス浦和美園 緑区美園５丁目４３番地１０ 有料老人ホーム

249 サニープレイス 岩槻区大字古ヶ場５７１番地１５ 有料老人ホーム

250 イリーゼ東岩槻 岩槻区東岩槻１丁目８番地９ 有料老人ホーム

251 富士見園　特定施設生活介護事業所 西区大字清河寺７９６番地 養護老人ホーム
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（４）子育て支援政策課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 子育て支援センターみなみ 南区別所７丁目２０番１号
一時預かり事業の用に供する
施設

（５）青少年育成課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 馬宮児童センター 西区大字西遊馬５３３番地１ 児童センター

2 植水児童センター 西区大字中野林１７４番地１ 児童センター

3 春野児童センター 見沼区春野１丁目７番１号 児童センター

4 向原児童センター 中央区下落合７丁目１１番９号 児童センター

5 大戸児童センター 中央区大戸６丁目２番１９号 児童センター

6 大久保東児童センター 桜区大字大久保領家１３１番地６ 児童センター

7 文蔵児童センター 南区文蔵４丁目１９番３号 児童センター

8 宮前放課後児童クラブ 西区宮前町４４３番地 放課後児童クラブ

9 キッズクラブおおみや西あおぞら 西区三橋６丁目３８２番地１ 放課後児童クラブ

10 キッズクラブおおみや西つばさ 西区三橋６丁目３８２番地１ 放課後児童クラブ

11 指扇風の子 西区西大宮１丁目４７番地１ 放課後児童クラブ

12 指扇そらの子 西区西大宮１丁目４７番地１ 放課後児童クラブ

13 指扇にじのこ 西区西大宮１丁目４９番地９ 放課後児童クラブ

14 大宮西児童クラブ 西区大字佐知川１１１２番地 放課後児童クラブ

15 さくらそう　ふたば 西区大字佐知川８０９番地２ 放課後児童クラブ

16 栄放課後児童クラブ 西区大字指扇６１０番地３ 放課後児童クラブ

17 馬宮放課後児童クラブ 西区大字西遊馬５３３番地１ 放課後児童クラブ
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№ 施設名 所在地 種別

18 さくらそう　わかば 西区大字西遊馬５８３番地１ 放課後児童クラブ

19 指扇北すくすく 西区大字中釘１５３８番地１ 放課後児童クラブ

20 指扇北きらきら 西区大字中釘１５３８番地１ 放課後児童クラブ

21 植水放課後児童クラブ 西区大字中野林１７４番地１ 放課後児童クラブ

22 植水第二放課後児童クラブ 西区大字中野林２２５番地３ 放課後児童クラブ

23 キッズクラブまみや西 西区大字飯田新田１８９番地２ 放課後児童クラブ

24 かたつむり学童クラブ宮前Ⅱ 北区日進町１丁目１９０番地３９ 放課後児童クラブ

25 かたつむり学童クラブ宮前 北区日進町１丁目１９０番地５ 放課後児童クラブ

26 キッズスペースきぼう 北区別所町４２番地７ 放課後児童クラブ

27 桜木げんごろう 大宮区桜木町４丁目３２８番地１ 放課後児童クラブ

28 桜木じゃりんこ 大宮区桜木町４丁目３２８番地１ 放課後児童クラブ

29 キッズクラブみはし 大宮区三橋２丁目６０６番地 放課後児童クラブ

30 三橋小学童保育の会あすなろクラブ 大宮区三橋２丁目９５番地５ 放課後児童クラブ

31 春野放課後児童クラブ 見沼区春野１丁目７番１号 放課後児童クラブ

32 東宮下放課後児童クラブ 見沼区大字東宮下２１５番地１ 放課後児童クラブ

33 友愛第2新都心放課後児童クラブ 中央区上落合１丁目５番７号 放課後児童クラブ

34 下落合放課後児童クラブ 中央区上落合１丁目７番３３号 放課後児童クラブ

35 のっぱら 中央区大戸１丁目３４番１７号 放課後児童クラブ

36 大戸児童センター 中央区大戸６丁目２番１９号 放課後児童クラブ

37 与野南放課後児童クラブ 中央区大戸６丁目２番１９号 放課後児童クラブ

38 与野本町放課後児童クラブ 中央区本町東３丁目５番２３号 放課後児童クラブ

39 与野八幡放課後児童クラブ 中央区本町東５丁目２３番１４号 放課後児童クラブ
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№ 施設名 所在地 種別

40 鈴谷放課後児童クラブ 中央区鈴谷５丁目１番１号 放課後児童クラブ

41 栄和放課後児童クラブ 桜区栄和１丁目７番１号 放課後児童クラブ

42 かたつむり学童クラブ栄和 桜区栄和２丁目１２番１２号 放課後児童クラブ

43 聖徳学童くらぶ 桜区新開２丁目１７番１３号 放課後児童クラブ

44 新開放課後児童クラブ 桜区新開２丁目１８番１号 放課後児童クラブ

45 第二みのり学童クラブ 桜区西堀７丁目２３番３号 放課後児童クラブ

46 第一みのり学童クラブ 桜区西堀７丁目２３番５号 放課後児童クラブ

47 大久保放課後児童クラブ 桜区大字五関２１番地 放課後児童クラブ

48 あすなろ神田児童クラブ 桜区大字上大久保３５３番地５ 放課後児童クラブ

49 神田放課後児童クラブ 桜区大字神田５４１番地１ 放課後児童クラブ

50 大久保東放課後児童クラブ 桜区大字大久保領家３３１番地 放課後児童クラブ

51 たんぽぽ 桜区大字大久保領家４２９番地１ 放課後児童クラブ

52 中島放課後児童クラブ 桜区中島１丁目２８番１号 放課後児童クラブ

53 カラフルきっず 桜区町谷２丁目１５番１２号 放課後児童クラブ

54 田島放課後児童クラブ 桜区田島１０丁目７番１４号 放課後児童クラブ

55 西浦和さくらっ子第2 桜区田島２丁目１１番１４号 放課後児童クラブ

56 西浦和放課後児童クラブ 桜区田島２丁目１６番７号 放課後児童クラブ

57 西浦和さくらっ子 桜区田島６丁目２番２４号 放課後児童クラブ

58 アフタースクール　ポポラー埼玉さくら園 桜区道場２丁目１番１号 放課後児童クラブ

59 土合放課後児童クラブ 桜区南元宿１丁目１１番１号 放課後児童クラブ

60 沼影放課後児童クラブ 南区曲本４丁目７番６号 放課後児童クラブ

61 はる第3学童クラブ 南区曲本４丁目７番８号 放課後児童クラブ
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№ 施設名 所在地 種別

62 はる学童クラブ 南区曲本５丁目４番８号 放課後児童クラブ

63 はる第2学童クラブ 南区曲本５丁目４番８号 放課後児童クラブ

64 ゆめの駅学童クラブ 南区鹿手袋３丁目１５番２号 放課後児童クラブ

65 浦和大里放課後児童クラブ 南区鹿手袋４丁目１番１２号 放課後児童クラブ

66 ゆめの樹学童クラブ 南区鹿手袋５丁目５番１２号 放課後児童クラブ

67 けやきホームズ学童クラブⅠ 南区鹿手袋７丁目１３番３号 放課後児童クラブ

68 田島げんきっ子 南区松本１丁目１８番１１号 放課後児童クラブ

69 きっず＆はる学童クラブ 南区沼影１丁目１１番２号 放課後児童クラブ

70 善前放課後児童クラブ 南区大字太田窪２５００番地１ 放課後児童クラブ

71 向ひまわり 南区大字大谷口５４３６番地４ 放課後児童クラブ

72 辻わくわく子供の家 南区辻５丁目６番１４号 放課後児童クラブ

73 辻放課後児童クラブ 南区辻６丁目３番２８号 放課後児童クラブ

74 辻南小第2児童クラブ 南区辻８丁目２２番１８号 放課後児童クラブ

75 辻南小児童クラブ 南区辻８丁目７番３２号 放課後児童クラブ

76 友愛南浦和東放課後児童クラブ 南区南浦和２丁目４０番１０号 放課後児童クラブ

77 キッズスクール8（エイト） 南区白幡５丁目１番２８号 放課後児童クラブ

78 かたつむり学童クラブ文蔵 南区文蔵３丁目３５番１７号 放課後児童クラブ

79 かたつむり学童クラブ文蔵Ⅱ 南区文蔵３丁目３５番６号 放課後児童クラブ

80 文蔵放課後児童クラブ 南区文蔵４丁目１９番３号 放課後児童クラブ

81 けやきホームズ学童クラブⅡ 南区別所７丁目１５番２０号 放課後児童クラブ

82 野田放課後児童クラブ 緑区大字上野田１６番地 放課後児童クラブ

83 美園北放課後児童クラブ第１ 緑区美園２丁目１２番地１１ 放課後児童クラブ
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84 美園北放課後児童クラブ第２ 緑区美園２丁目１２番地１１ 放課後児童クラブ

85 キッズクラブ浦和みその北 緑区美園２丁目１３番地２ 放課後児童クラブ

86 あいう園いろは放課後児童クラブ 緑区美園２丁目１５番地６ 放課後児童クラブ

87 あいう園いろは第二放課後児童クラブ 緑区美園２丁目１５番地６ 放課後児童クラブ

88 美園第二放課後児童クラブ 緑区美園５丁目２２番地１７ 放課後児童クラブ

89 美園放課後児童クラブ 緑区美園５丁目３３番地 放課後児童クラブ

90 キッズクラブみその 緑区美園５丁目３４番地２ 放課後児童クラブ

91 あいう園ひふみ放課後児童クラブ 緑区美園５丁目４９番地１３ 放課後児童クラブ

92 あいう園美園放課後児童クラブ 緑区美園５丁目４９番地１５ 放課後児童クラブ

93 上里放課後児童クラブ 岩槻区上里２丁目２番地 放課後児童クラブ

94 城北放課後児童クラブ 岩槻区大字岩槻６６１９番地 放課後児童クラブ

95 川通 岩槻区大字大野島４８５番地３ 放課後児童クラブ

96 徳力放課後児童クラブ 岩槻区大字徳力１３６番地４ 放課後児童クラブ

97 キッズクラブいわつき東 岩槻区東岩槻２丁目２番地１７ 放課後児童クラブ
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（６）幼児政策課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 さつき幼稚園 西区高木３０番地 私立幼稚園

2 大宮みどりが丘幼稚園 西区中野林４３６番地１ 私立幼稚園

3 聖学院みどり幼稚園 西区内野本郷８２０番地 私立幼稚園

4 さしおうぎ幼稚園 西区宝来１１７５番地１ 私立幼稚園

5 明和幼稚園 北区櫛引町２丁目５４番地 私立幼稚園

6 与野幼稚園 中央区大戸６丁目３番１号 私立幼稚園

7 わかほ幼稚園 桜区西堀３丁目１７番３８号 私立幼稚園

8 浦和こばと幼稚園 桜区大久保領家１０３番地１ 私立幼稚園

9 さくら草幼稚園 桜区田島２丁目１１番１０号 私立幼稚園

10 浦和すみれ幼稚園 桜区南元宿２丁目２４番１号 私立幼稚園

11 淑徳与野幼稚園 桜区白鍬６８１番 私立幼稚園

12 埼玉幼稚園 南区円正寺５０５番地７ 私立幼稚園

13 西浦和幼稚園 南区曲本１丁目２１番２２号 私立幼稚園

14 浦和若竹幼稚園 南区根岸３丁目１１番３号 私立幼稚園

15 まつもと幼稚園 南区松本３丁目１２番８号 私立幼稚園

16 浦和つくし幼稚園 南区辻４丁目８番７号 私立幼稚園

17 浦和みひかり幼稚園 南区内谷３丁目７番２１号 私立幼稚園

18 浦和めぐみ幼稚園 南区白幡４丁目１０番１５号 私立幼稚園

19 南浦和幼稚園 南区文蔵２丁目２９番２２号 私立幼稚園

20 むさし幼稚園 南区文蔵３丁目１１番６号 私立幼稚園

21 別所幼稚園 南区別所７丁目６番１号 私立幼稚園
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22 東岩槻幼稚園 岩槻区上里２丁目３番地９ 私立幼稚園

23 東武リズム幼稚園 岩槻区釣上新田１４２１番 私立幼稚園

24
埼玉東部ヤクルト販売株式会社佐知川サー
ビスセンター保育所

西区佐知川１１９１番地７ 認可外保育施設

25 さくらナースリー 西区西遊馬１３２０番地１ 認可外保育施設

26 With ねがいのいえ すくすく保育園 西区西遊馬２０２１番地２５ 認可外保育施設

27 バンビ保育園 西区西遊馬４２６番地１ 認可外保育施設

28 さくらそう保育室 西区島根２９９番地１ 認可外保育施設

29 バーディーズ 西区宝来１３４８番地１ 認可外保育施設

30 ナーサリールーム西舘保育園 大宮区櫛引町１丁目５６８番１ 認可外保育施設

31 Omiya English Kindergarten 大宮区桜木町４丁目３２１番地１ 認可外保育施設

32 くまの子倶楽部英会話室 大宮区桜木町４丁目７０２番地１ 認可外保育施設

33 院内保育所あおぞら 大宮区天沼町１丁目８４７番地 認可外保育施設

34 さいたま記念病院　にこにこ保育室 見沼区東宮下１９６番地 認可外保育施設

35 都市型保育園ポポラー埼玉さくら園 桜区道場２丁目１番１号 認可外保育施設

36 マーガレット保育園 中央区上落合３丁目２番６号 認可外保育施設

37 そよかぜ保育室 桜区下大久保６３５番地 認可外保育施設

38 西部総合病院　院内保育所さくらの家 桜区上大久保４３２番地 認可外保育施設

39 もりなか保育園 桜区神田２３６番地１ 認可外保育施設

40 中島保育園 桜区中島３丁目３番３号 認可外保育施設

41 ふぁみりぃＫ保育室 桜区町谷１丁目９番８号 認可外保育施設

42 むうみんさくら保育園 桜区町谷３丁目９番７号 認可外保育施設

43 三愛病院　ひよこ保育室 桜区田島４丁目３２番地３１ 認可外保育施設

5 - 5 - 28



資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－５】水防法による浸水想定区域における要配慮者が利用する施設一覧表

№ 施設名 所在地 種別

44 保育園いつもいっしょ 桜区田島４丁目９番８号 認可外保育施設

45 ナーサリールームほりい保育園 南区円正寺５９番地３ 認可外保育施設

46 NATURAL NURSERY 武蔵浦和園 南区曲本５丁目８番３号１０３ 認可外保育施設

47 あんふぁん保育室 南区根岸４丁目１７番９号 認可外保育施設

48 保育ルームぽけっと 南区鹿手袋７丁目１０番１４号 認可外保育施設

49 都市型保育園ポポラー埼玉武蔵浦和園 南区沼影２丁目６番１９号 認可外保育施設

50 みらいステップさいたま辻園 南区辻８丁目２４番１０号 認可外保育施設

51 けやき保育室南浦和１号園 南区南浦和２丁目３９番２号 認可外保育施設

52 小鳩ナーサリースクール 南区南浦和２丁目４２番地１８ 認可外保育施設

53 こびとの森幼保園 南区白幡３丁目４番２３号 認可外保育施設

54 Kids Duo International 武蔵浦和 南区白幡５丁目３番２１号 認可外保育施設

55
埼玉ヤクルト保育園　別所もぐもぐ保育
ルーム

南区別所２丁目３７番１７号 認可外保育施設

56 グリーンベアインターナショナル 南区別所６丁目５番１号 認可外保育施設

57
ＩＣＥモンテッソーリこどものいえ武蔵浦
和

南区別所７丁目２１番１号 認可外保育施設

58 フォーマミー浦和美園駅前保育園 緑区美園４丁目１１番地４ 認可外保育施設

59 ほっと保育室 岩槻区慈恩寺字前７５番地 認可外保育施設

60 岩槻バンビ保育園 岩槻区増長１１２番地 認可外保育施設

61 ラビット保育園"岩槻" 岩槻区大字馬込参番４４６番地１ 認可外保育施設

62 岩槻中央病院附属保育所 岩槻区東岩槻２丁目２番地２０ 認可外保育施設

63 Blooming International School 岩槻区東岩槻２丁目４番地１１ 認可外保育施設

64 春風保育園 岩槻区美園東１丁目８番地１ 認可外保育施設
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1 おうぎの森第二保育園 西区大字高木６０２番地１ 地域型保育事業所

2 あそびのてんさい指扇保育園 西区大字指扇２６３７番地１ 地域型保育事業所

3 バンビっこ保育園 西区大字西遊馬４２６番地１ 地域型保育事業所

4 くまの子倶楽部保育室 大宮区桜木町４丁目７０２番地１ 地域型保育事業所

5 アルタベビー三橋園 大宮区三橋２丁目５１９番地 地域型保育事業所

6 ころぼっくる保育園 大宮区三橋３丁目２０３番地１ 地域型保育事業所

7 ながれ星保育園 中央区下落合６丁目７番６号 地域型保育事業所

8 保育園ミルキーウェイ与野本町ベビー 中央区本町東１丁目１４番２７号 地域型保育事業所

9 こびとの森乳幼児園 桜区西堀７丁目１７番２８号 地域型保育事業所

10 さくら保育園　西浦和ルーム 桜区田島５丁目１３番２号 地域型保育事業所

11 きりん保育ルーム 桜区道場２丁目１６番７号 地域型保育事業所

12
保育園ＮＡＴＵＲＡＬ ＨＯＵＳＥ武蔵浦和
園

南区曲本５丁目８番３号 地域型保育事業所

13 南浦和ファーストスター保育園 南区根岸３丁目１番１５号 地域型保育事業所

14 保育ルームOhana武蔵浦和園 南区四谷１丁目５番１号 地域型保育事業所

15 森のなかま保育園　武蔵浦和ルーム 南区鹿手袋４丁目３１番１７号 地域型保育事業所

16 ゆめの樹ベビー保育園 南区鹿手袋５丁目５番１２号 地域型保育事業所

17 けやきホームズ保育園 南区鹿手袋７丁目１３番３４号 地域型保育事業所

18 保育園ミルキーウェイ　ラムザ園 南区沼影１丁目１０番１号 地域型保育事業所

19 いちご武蔵浦和駅前保育園 南区沼影１丁目１３番１号 地域型保育事業所

20 こもれび保育園　大谷口 南区大字大谷口２１６１番地１ 地域型保育事業所

21 辻さくら保育園 南区辻８丁目２１番１６号 地域型保育事業所
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22 保育所まぁむ南浦和園 南区南浦和３丁目３１番１８号 地域型保育事業所

23 小鳩家庭保育室 南区南浦和３丁目３３番６号 地域型保育事業所

24 保育園キッズ・マリーナ 南区白幡４丁目１４番２２号 地域型保育事業所

25 保育園ハニーハウス武蔵浦和園 南区白幡５丁目８番１０号 地域型保育事業所

26 保育園ミルクハウス 南区文蔵１丁目３番６号 地域型保育事業所

27 正光寺保育園南浦和園 南区文蔵３丁目２９番１２号 地域型保育事業所

28 保育ルーム スター☆キッズ武蔵浦和園 南区別所７丁目１４番４６号 地域型保育事業所

29 フォーマミー浦和美園保育園 緑区美園４丁目１１番地４ 地域型保育事業所

30 認定こども園愛徳幼稚園 西区プラザ３６番地１１ 認定こども園

31 認定こども園おおとり幼稚園 桜区大字宿１４４番地 認定こども園

32 認定こども園桜美林幼稚園 緑区芝原３丁目２４番地５ 認定こども園

33 三橋西保育園 西区三橋６丁目３８１番地１ 保育園

34 馬宮保育園 西区大字西遊馬１１９番地 保育園

35 泰平保育園 北区今羽町５９６番地 保育園

36 奈良保育園 北区奈良町１２５番地６ 保育園

37 大成保育園 大宮区大成町３丁目６５５番地１ 保育園

38 春野保育園 見沼区春野１丁目７番１号 保育園

39 下落合団地保育園 中央区下落合３丁目８番２号 保育園

40 大戸保育園 中央区大戸２丁目７番１９号 保育園

41 八王子保育園 中央区八王子５丁目１２番１７号 保育園

42 与野本町保育園 中央区本町東７丁目４番１９号 保育園

43 西堀保育園 桜区桜田３丁目９番１２号 保育園
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44 上大久保保育園 桜区大字上大久保９４０番地３ 保育園

45 大久保保育園 桜区大字大久保領家３７３番地１ 保育園

46 白鍬保育園 桜区大字白鍬５１１番地 保育園

47 田島保育園 桜区田島２丁目１６番７号 保育園

48 曲本保育園 南区曲本４丁目５番７号 保育園

49 南浦和保育園 南区根岸２丁目１９番３号 保育園

50 武蔵浦和保育園 南区鹿手袋４丁目１番１２号 保育園

51 辻保育園 南区辻３丁目１０番１５号 保育園

52 大谷場保育園 南区南浦和３丁目３６番１１号 保育園

53 白幡保育園 南区白幡３丁目１番２号 保育園

54 文蔵保育園 南区文蔵３丁目７番１４号 保育園

55 諏訪保育園 岩槻区諏訪２丁目５番地１ 保育園

56 未来ほしの子保育園 西区三橋５丁目３５番地 保育所

57 めいあい保育園 西区西大宮１丁目４６番地１２ 保育所

58 明日香保育園 西区大字植田谷本３１６番地 保育所

59 西遊馬保育園 西区大字西遊馬７７１番地１１ 保育所

60 けやきの森保育園 北区日進町２丁目１５１９番地１ 保育所

61 らそ保育園 大宮区櫛引町１丁目５７４番地 保育所

62 桜花保育園 大宮区桜木町４丁目５５４番地１ 保育所

63 桜花第二保育園 大宮区桜木町４丁目５７０番地１ 保育所

64
保育園ミルキーウェイ　インターナショナ
ル新都心園

中央区下落合４丁目８番１７号 保育所

65 あおぞら保育園 中央区上落合８丁目１１番２０号 保育所
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66 みずほ保育園与野新中里 中央区新中里３丁目１４番６号 保育所

67 ゆめいろ保育園 中央区本町東４丁目１番５号 保育所

68 南よの虹保育園 中央区鈴谷１丁目１８番地６ 保育所

69 小鳩保育園　南与野 中央区鈴谷２丁目５３７番地１ 保育所

70 リップル保育園鈴谷 中央区鈴谷９丁目１０番６号 保育所

71 与野本町駅前保育所 中央区鈴谷９丁目５番１８号 保育所

72 ニチイキッズさいたま保育園 桜区栄和５丁目１５番３９号 保育所

73 聖徳保育園 桜区新開２丁目１７番１３号 保育所

74 菁莪保育園 桜区西堀１丁目１１番１号 保育所

75 浦和ひなどり保育園 桜区西堀２丁目６番２６号 保育所

76 わらしべ保育園 桜区西堀５丁目５番３号 保育所

77 わらしべ第二保育園 桜区西堀８丁目３番１３号 保育所

78 ひまわりDo･Do 第２保育園 桜区大字神田５９５番地１ 保育所

79 ひまわりDo･Do保育園 桜区大字神田５９６番地１ 保育所

80 たじま絆保育園 桜区田島３丁目１３番４号 保育所

81  いちご桜保育園 桜区田島３丁目６番７号 保育所

82 若草保育園 桜区南元宿１丁目１２番２０号 保育所

83 さい桜保育園 南区曲本４丁目８番２号 保育所

84 いちごの里保育園 南区曲本５丁目１０番６号 保育所

85 いちごの花保育園 南区鹿手袋３丁目１５番１３号 保育所

86 ゆめの駅保育園 南区鹿手袋３丁目１５番２号 保育所

87 コスモス保育園 南区鹿手袋３丁目１番７号 保育所
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88 ゆめの樹保育園 南区鹿手袋４丁目１７番２２号 保育所

89 ゆめの樹第二保育園 南区鹿手袋４丁目１７番３０号 保育所

90 武蔵浦和クマさん保育所 南区鹿手袋５丁目４番５号 保育所

91 彩の森保育園 南区鹿手袋６丁目２２番２８号 保育所

92 あおば保育園 南区沼影１丁目１１番２号 保育所

93 保育園ミルキーウェイ　武蔵浦和園 南区沼影１丁目３６番３０号 保育所

94 向こころ保育園 南区大字大谷口５４３６番地３ 保育所

95 いちご保育園 南区辻４丁目１１番１２号 保育所

96 小鳩保育園南浦和 南区南浦和２丁目４２番１８号 保育所

97 ゆめの星保育園 南区南浦和３丁目５番１６号 保育所

98 こびとの森保育園 南区白幡３丁目４番１７号 保育所

99 武蔵浦和Ｊキッズステーション 南区白幡５丁目１１番１０号 保育所

100 武蔵浦和桑の実保育園 南区白幡５丁目１１番７号 保育所

101 武蔵浦和ひなた保育園 南区白幡６丁目５番８号 保育所

102 アートチャイルドケア南浦和 南区文蔵２丁目１５番１２号 保育所

103 中浦和まりーな保育園 南区別所５丁目１０番１７号 保育所

104 スターチャイルドみなみ保育園 南区別所６丁目１５番２２号 保育所

105 ココファン・ナーサリー武蔵浦和 南区別所６丁目１９番８号 保育所

106 チャイルドスクエアむさしうらわ 南区別所６丁目４番１２号 保育所

107 アスクむさしうらわ保育園 南区別所７丁目１番１２号 保育所

108 こぐま保育園 緑区宮本２丁目７番地１８ 保育所

109 遍照浦和美園保育園 緑区美園３丁目１０番地１６ 保育所
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110 きらりつばさ保育園 緑区美園３丁目２９番地６ 保育所

111 きらり遊愛保育園 緑区美園３丁目８番地３ 保育所

112 あいう園浦和美園ウイングシティ保育園 緑区美園５丁目４９番地１３ 保育所

113 あいう園美園浦和美園駅前保育園 緑区美園５丁目５１番地２ 保育所

114 保育園大きなぞうさん 緑区美園６丁目７番地１８ 保育所

115 リズム保育園 岩槻区大字釣上新田１４２５番地３ 保育所

116 きらり保育園 岩槻区大字釣上新田１４２８番地 保育所

117 美園リズム保育園 岩槻区大字釣上新田６９５番地 保育所

118 東岩槻保育園 岩槻区東岩槻２丁目４番地６ 保育所

119 きらり白妙保育園 岩槻区美園東１丁目６番地１１ 保育所
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（８）子ども家庭支援課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 陽だまりファミリーホーム 中央区下落合７丁目４番２５号 ファミリーホーム

2 ファミリーホーム地球家族 桜区大字大久保領家３４６番地１ ファミリーホーム

3 ファミリーホーム高橋ホーム 桜区大字大久保領家５７０番地１ ファミリーホーム

4 児童養護施設カルテット 桜区大字下大久保１５４２番地４ 児童養護施設

5 自立援助ホームフィオーレ 中央区下落合７丁目４番１６号 自立援助ホーム

6 いわつき乳児院 岩槻区大字徳力２０６番地 乳児院

（９）総合療育センターひまわり学園総務課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 さいたま市総合療育センターひまわり学園 西区三橋６丁目１５８７番地 児童発達支援センター

2 さいたま市療育センターさくら草 桜区田島２丁目１６番２号 児童発達支援センター
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（１０）高校教育課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 浦和南高等学校 南区辻６丁目５番３１号 高等学校

2 大宮国際中等教育学校 大宮区三橋４丁目９６番地 中等教育学校

（１１）健康教育課所管施設
№ 施設名 所在地 種別

1 宮前小学校 西区宮前町３４１番 小学校

2 大宮西小学校 西区三橋５丁目１３５９番 小学校

3 指扇小学校 西区西大宮１丁目４９番地６ 小学校

4 馬宮東小学校 西区大字西遊馬１８９番１ 小学校

5 指扇北小学校 西区大字中釘１５０６番１ 小学校

6 植水小学校 西区大字中野林２２５番１ 小学校

7 栄小学校 西区大字飯田８１１番 小学校

8 馬宮西小学校 西区大字飯田新田１８９番２ 小学校

9 泰平小学校 北区今羽町６２８番 小学校

10 桜木小学校 大宮区桜木町４丁目３２８番９ 小学校

11 芝川小学校 大宮区天沼町２丁目１０７７番 小学校

12 春野小学校 見沼区春野１丁目１０番１号 小学校

13 東宮下小学校 見沼区大字東宮下２１５番１ 小学校

14 見沼小学校 見沼区東大宮２丁目４５番 小学校

15 下落合小学校 中央区上落合１丁目７番３３号 小学校
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№ 施設名 所在地 種別

16 与野南小学校 中央区大戸６丁目２番２５号 小学校

17 与野本町小学校 中央区本町東３丁目５番２３号 小学校

18 与野八幡小学校 中央区本町東５丁目２３番１４号 小学校

19 鈴谷小学校 中央区鈴谷５丁目１番１号 小学校

20 栄和小学校 桜区栄和１丁目７番１号 小学校

21 新開小学校 桜区新開２丁目１８番１号 小学校

22 土合小学校 桜区西堀７丁目２１番１号 小学校

23 大久保小学校 桜区大字五関２１番 小学校

24 神田小学校 桜区大字神田５４１番１ 小学校

25 大久保東小学校 桜区大字大久保領家３３１番 小学校

26 中島小学校 桜区中島１丁目２８番１号 小学校

27 田島小学校 桜区田島１０丁目１２番１号 小学校

28 西浦和小学校 南区曲本１丁目３番５号 小学校

29 沼影小学校 南区沼影２丁目８番３６号 小学校

30 向小学校 南区大字大谷口５４３７番 小学校

31 辻小学校 南区辻６丁目３番２８号 小学校

32 辻南小学校 南区辻８丁目７番３２号 小学校

33 文蔵小学校 南区文蔵５丁目１６番２９号 小学校

34 浦和大里小学校 南区別所７丁目１４番２８号 小学校

35 美園北小学校 緑区美園２丁目１２番地１１ 小学校

36 美園小学校 緑区美園５丁目３３番地 小学校

37 上里小学校 岩槻区上里２丁目２番 小学校
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№ 施設名 所在地 種別

38 城北小学校 岩槻区大字岩槻６６１９番 小学校

39 川通小学校 岩槻区大字大野島４２２番１ 小学校

40 徳力小学校 岩槻区大字徳力１３６番４ 小学校

41 宮前中学校 西区宮前町１４６７番１ 中学校

42 大宮西中学校 西区三橋６丁目１５５８番 中学校

43 植水中学校 西区大字三条町３４５番１ 中学校

44 土屋中学校 西区大字土屋１７６６番１ 中学校

45 馬宮中学校 西区大字二ツ宮５８９番１ 中学校

46 土呂中学校 北区見沼３丁目７５番 中学校

47 泰平中学校 北区本郷町１９９１番 中学校

48 桜木中学校 大宮区桜木町４丁目２１９番 中学校

49 三橋中学校 大宮区三橋１丁目１３００番 中学校

50 春野中学校 見沼区春野２丁目２番１ 中学校

51 与野東中学校 中央区下落合３丁目２１番１０ 中学校

52 与野南中学校 中央区大戸２丁目６番２５ 中学校

53 八王子中学校 中央区八王子４丁目２番１ 中学校

54 大久保中学校 桜区大字五関２８２番 中学校

55 上大久保中学校 桜区大字上大久保８６１番１ 中学校

56 土合中学校 桜区町谷１丁目１９番１号 中学校

57 田島中学校 桜区田島１０丁目１３番１ 中学校

58 大原中学校 浦和区大原３丁目１番１１号 中学校

59 南浦和中学校 南区辻６丁目１番３３号 中学校
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№ 施設名 所在地 種別

60 内谷中学校 南区内谷６丁目１０番１ 中学校

61 川通中学校 岩槻区大字長宮４３５番 中学校

62 城北中学校 岩槻区大字本宿３９２番１ 中学校

63 ひまわり特別支援学校 西区三橋６丁目１５８７番 特別支援学校
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【資料５－６】保育園一覧表（のびのび安心子育て課、保育課） 

Ｒ４.４現在 

 名称 住所 電話番号 定

員 

敷地面積 延床面積 

 植水 西区佐知川３０６ ６２３－６６９８ 100 1,411.00 474.23 

 指扇 西区高木５６７－３ ６２３－５０６５ 100 1,150.86 580.29 

 馬宮 西区西遊馬１１９ ６２３－４０１４ 106 1,409.00 585.90 

 三橋西 西区三橋６－３８１－１ ６２２－１３５０ 80 2,057.00 435.40 

 日進 北区日進町２－６３２ ６６３－２７９１ 90 837.48 620.93 

 東大成 北区東大成町２－１０３ ６６４－６５８２ 100 1,122.08 557.10 

 宮原 北区宮原町２－８３－２ ６６３－４１２０ 90 992.29 491.41 

 大砂土 北区盆栽町４５３ ６６３－７２３３ 100 1,894.92 592.03 

 日進西 北区日進町１－８００－１ ６６３－００６３ 80 1,226.62 369.09 

 奈良 北区奈良町１２５－６ ６５１－７１７２ 106 1,257.87 644.32 

 泰平 北区今羽町５９６ ６６７－１８４７ 100 1,415.19 596.08 

 大宮 大宮区吉敷町１－１３２－

３ 

６４１－１４９７ 100 1,343.11 732.01 

公 桜木 大宮区桜木町１－１８５－

２ 

のびのびプラザ大宮４Ｆ 

６４１－１２２９ 165 1,324.00 3,817.70 

 三橋 大宮区三橋２－９２９ ６４３－３１４５ 100 995.00 709.33 

 天沼 大宮区天沼町２－４３８－

１ 

６４２－４２４０ 80 1,377.41 700.44 

 上小 大宮区上小町８４５－４ ６４３－４４３６ 90 974.45 420.64 

 大成 大宮区大成町３－６５５－

１ 

６６７－２５５９ 100 1,415.96 452.48 

 寿能 大宮区寿能町２－１４０ ６４４－０４７０ 100 1,306.70 562.25 

 大和田 見沼区大和田町１－１２３

０－９２ 

６８３－２５３６ 80 826.98 327.13 

 七里 見沼区大谷１９８５ ６８５－２７１７ 100 1,009.16 548.29 

 片柳 見沼区御蔵７９６ ６８５－４６１１ 80 914.00 351.89 

 東大宮 見沼区丸ヶ崎町１３－１３ ６８５－０６０１ 106 959.91 470.80 

 七里東 見沼区新堤４０ ６８３－３９６９ 100 1,245.00 598.40 

 春野 見沼区春野１－７－１ ６８６－６７５６ 100 2,057.67 1221.45 

 上落合 中央区上落合２－９－１０ ８５２－１５８７ 90 965.08 704.94 

 与野本町 中央区本町東７－４－１９ ８５１－９０５７ 30 698.81 297.00 

 大戸 中央区大戸２－７－１９ ８５３－２４１０ 90 850.00 975.93 

 下落合団地 中央区下落合３－８－２ ８３２－９１６７ 80 720.33 372.86 

立 鈴谷西 中央区鈴谷７－３－３１ ８５３－７７５５ 80 1,002.17 433.27 

 鈴谷東 中央区鈴谷６－６－５ ８５５－１０３４ 80 1,056.43 516.59 

 八王子 中央区八王子５－１２－１

７ 

８５５－４７００ 90 1,228.65 616.00 

 大久保 桜区大久保領家３７３－１ ８５４－８８１８ 110 1,608.00 701.68 

 田島 桜区田島２－１６－７ ８６２－３４２５ 190 1,996.00 1,543.66 

 白鍬 桜区白鍬５１１ ８５４－５５３９ 90 1,277.50 732.30 

 西堀 桜区桜田３－９－１２ ８６５－０２７１ 120 1,511.84 699.80 

 上大久保 桜区上大久保９４０－３ ８５５－４８０１ 130 1,233.97 720.29 

 岸町 浦和区岸町６－５－１２ ８２２－３０１０ 150 929.02 731.00 

 本太 浦和区本太４－３－１５ ８８２－３５６１ 140 1,433.67 714.62 

 領家 浦和区領家７－１４－１６ ８３１－４３７８ 110 827.00 574.16 

 駒場 浦和区駒場１－２７－７ ８８６－９２００ 110 1,024.79 581.28 

 浦和中央 浦和区仲町２－１３－７ ８２２－２０６７ 95 594.00 553.15 

 常盤 浦和区常盤９－３－１６ ８３３－８７３０ 70 491.30 381.38 

 常盤北 浦和区針ヶ谷４－１－１ ８３３－８７２８ 120 1,060.07 563.65 

 東仲町 浦和区東仲町２８－１６ ８８５－９１０１ 80 622.90 453.78 

 大東 浦和区大東２－１８－７ ８８７－６１６８ 130 998.33 801.20 
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 名称 住所 電話番号 定

員 

敷地面積 延床面積 

 針ヶ谷 浦和区針ヶ谷１－４－３ ８２４－３７４６ 135 2088.62 711.08 

 南浦和 南区根岸２－１９－３ ８６１－６９５４ 110 898.65 540.39 

 文蔵 南区文蔵３－７－１４ ８６３－１０３７ 110 1,042.00 578.73 

 白幡 南区白幡３－１－２ ８６３－８１０５ 140 1,264.96 612.66 

公 大谷場 南区南浦和３－３６－１１ ８８５－８９９２ 110 1,171.30 650.78 

 辻 南区辻３－１０－１５ ８６４－３３８５ 135 1,007.65 648.26 

曲本 南区曲本４－５－７ ８６４－３３８４ 130 1,420.61 966.82 

大谷口 南区大谷口１０８９－１ ８８７－４９８９ 130 2,515.91 695.66 

武蔵浦和 南区鹿手袋４－１－１２ ８３７－３４１１ 165 2,014.24 1,622.83 

尾間木 緑区中尾１４３２－５ ８７３－１１０３ 110 1,217,41 790.69 

立 原山 緑区原山１－７－２ ８８５－７４０３ 90 1,731.00 490.63 

 三室 緑区三室１６２９－６ ８７３－７８７７ 140 1,175.38 712.22 

 西町 岩槻区西町３－１－２４ ７５６－４６３２ 90 2,409.13 1,046.23 

 岩槻本町 岩槻区本町２－５－５ ７５６－７５６５ 60 1,310.33 369.39 

 諏訪 岩槻区諏訪２－５－１ ７９４－１６２０ 130 1,959.41 724.81 

 美幸 岩槻区美幸町３－１８ ７５７－８４５０ 90 1,586.88 495.40 

 明日香 西区植田谷本３１６ ６２２－５５８６ 110 3552.56  852.64  

 まみ 西区内野本郷３８３－８ ６７３－０３３０ 50 639.67  338.99  

 おうぎの森 西区高木５９８ ６２５－７２７２ 110 1367.61  886.31  

 あおぞら西 西区宮前町６９５－２ ７８３－３７５５ 90 1170.13  667.60  

 西遊馬 西区西遊馬７７１－１１ ６２０－７８７９ 90 1455.00  790.05  

 未来ほしの子 西区三橋５－３５ ６２５－２２２２ 120 1516.00  1182.50  

 西大宮どんぐり 西区西大宮１－１－３ ７８３－３３６１ 90 906.23  663.29  

 野の花すみれ 西区三橋５－６４１－３ ７８２－４３８６ 40 299.29  297.26  

 西大宮青藍 西区西大宮３－２５－５ ７２９－６７２６ 80 973.77 623.29 

私 めいあい 西区西大宮１－４６－１２ ７２９－７８３３ 100 901.06 600.64 

 アカツキ 西区西大宮４－１－４ ６５７－８１４８ 70 717.70 573.52 

 えがお三橋 西区三橋６－６５４－２ ７８３－２４８０ 100 630.32 823.28 

 くれよん保育園虹 西区宮前町１２３８ ７７８－９７５２ 71 1,399.37 551.09 

 西大宮はばたき 西区西大宮３－９－３ ６２１－４３５０ 80 498.08 407.46 

 明日香西大宮 西区西大宮３－１９－６ ７２９－８４５６ 60 385.57 386.08 

 西大宮まりーな 西区西大宮３－６１－７ ６２１－３０５０ 96 951.98 499.26 

 リトル百音保育園 西区宝来２１９６－８ ６２０－３３５１ 75 310.27 472.10 

 西大宮はっぴー保育園 西区西大宮３－９－２ ６２２－１８８１ 80 623.61 507.45 

 指扇はっぴー 西区指扇１３７７－１ ６２３－０８８１ 80 499.25 431.36 

 大宮さくら 北区別所町９８－６ ６６４－５０５４ 60 2032.50  375.26  

 本郷 北区本郷町１３２８－１ ６５２－３４４０ 110 1242.81  866.41  

 大宮つぼみ 北区土呂町２－９－１９ ６６８－５２０３ 60 394.61  551.98  

 ハーモニー 北区宮原町２－３９－１６ ６６７－８６５５ 45 435.40  266.40  

 今羽 北区吉野町１－１９－１ ６６１－６０１１ 60 918.30  708.15  

 にじいろ 北区宮原町１－４７５－７ ６５２－５４００ 90 810.94  775.80  

 けやきの森 北区日進町２－１５１９－

１ 

６６１－６５２５ 90 918.00  592.65  

立 くすのき 北区日進町３－５４３－３ ７９６－４９０１ 60 646.34  498.94  

 遊美 北区本郷町１０６ ６５４－８７１４ 80 768.25  780.62  

 大宮むさしの 北区宮原町１－４３０ ６６４－６６５９ 90 565.79  547.10  

 うぃず日進駅前 北区日進町２－１８５９－

１ 

８７１－８４５７ 110 836.92  565.30  

 えがお 北区宮原町４－８３－５ ７８２－５５００ 90 1191.00  691.00  

 ゆうりん 北区土呂町１－２８－１ ６９９－０１８０ 86 475.27  499.23  

 にじの星 北区宮原町３－２０９－２ ８７１－６６８７ 60 267.29  373.76  

 大宮日進さくらんぼ 北区日進町２－１９１４－

７ 

７８８－２８２０ 90 653.22  889.91  

 あい音 北区宮原町４－３－９ ７２９－５８３１ 90 974.61  367.56  

 大宮たんぽぽ 北区土呂町１－４６－１ ７２９－８７８８ 90 905.57  499.85  
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 ゆうりん保育園分園 北区土呂町１－７－８ ６９９－２２０２ 30 326.04  183.29 

 東大成ひなた 北区東大成町１－６５６－

１ 

７２９－６３０８ 60 438.69  414.09  

 うぐす保育園日進 北区日進町２－１７４６－

３ 

６６１－０８８０ 60 499.96 404.79 

 大宮みちのこ 北区植竹町２－６９－６ ７８８－１８７８ 80 1,127.40 976.97 

 まーぶる 北区宮原町１－５３３－３ ７７８－８３６０ 80 891.59 670.19 

 まーぶるゆうゆう 北区宮原町４－９４－３ ７２９－８７３０ 90 832.34 725.15 

 こんばの森 北区今羽町６５０－３ ７８２－７１５６ 90 1,055.40 846.63 

 みずほ保育園大宮大成 北区大成町４－４５３－２ ６５２－３２４０ 50 330.57 415.29 

 宮原西口クマさん 北区日進町３－１５０ ６６２－８５８５ 90 499.63 472.86 

 とろポポロ 北区土呂町２－９－１０ ６６９－５２１０ 45 541.80 203.29 

 土呂クマさん保育所 北区盆栽町３８０－１ ６６２－０２８８ 90 499.02 498.36 

私 白菊 大宮区天沼町１－１４８－

１ 

６４３－０８８０ 120 1,900.96  972.76  

 もとの木 大宮区堀の内町３－２３６

－２ 

６５０－０２０２ 60 627.76  477.59  

 桜花 大宮区桜木町４－５５４－

１ 

７８２－８２８６ 100 996.99  741.21  

 らそ 大宮区櫛引町１－５７４ ６６６－４１４９ 80 886.67  920.05  

 あおぞらウィンクルム 大宮区桜木町１－１８５－

２ 

のびのびプラザ大宮２Ｆ 

７８２－８７１６ 90 1,324.76  876.21  

 太陽の子堀の内 大宮区堀の内町１－１７８

－１ 

６５０－６６１１ 70 449.56  425.34  

 大成たいよう 大宮区大成町２－１６１－

１ 

７７８－８６１５ 80 708.50  559.30  

 みずほ保育園大宮天沼 大宮区天沼町１－５０５－

２ 

６５８－３２４０ 60 658.89  499.61  

 大宮すこやか 大宮区吉敷町４－１９７－

２ 

６４０－１１７１ 80 500.00  572.72  

 新都心ひなた 大宮区北袋町２－３４３ ８７１－５８８１ 90 999.21  677.50  

 桜花第二 大宮区桜木町４－５７０－

１ 

７８２－５９６３ 90 905.07 832.37 

立 ミルキーウェイ大成園 大宮区大成町３－２８０ ６６７－２３４０ 60 485.70 365.59 

 大宮西口ひなた 大宮区桜木町４－９２８－

１ 

６４４－９２２７ 90 528.26 583.47 

 大宮ひなた 大宮区上小町１１４６－２ ６４３－８００４ 120 999.90 650.40 

 ゆりかご 大宮区東町１－２２２－１ ７８２－７４２０ 69 205.61 422.51 

 みずほ保育園天沼第２ 大宮区天沼町１－５０４－

３

６４３－３２４０ 90 685.00 529.69 

 レインボーkids 新都

心

大宮区北袋町１－１２４－

２

８２５－３３０１ 64 226.77 403.97 

 保育園ハニーガーデン

さいたま新都心

大宮区吉敷町２－５１－１ ６４１－４１１３ 47 495.89 184.32 

 あおぞらウィンクルム

保育園第２

大宮区桜木町１－１８５－

２のびのびプラザ大宮１階

８７１－６１７７ 40 1,324.76 163.63 

memorytree 大宮保育

園

大宮区吉敷町３－１５６ ６５０－５０５５ 50 674.12 298.85 

 あすなろ 見沼区南中野５８２ ６８４－６１３２ 110 1,094.00  659.34  

 やまばと 見沼区染谷２－２０３－１ ６８５－０８４６ 60 1,588.00  488.91  

 ふたば 見沼区東大宮５－２６－１

１ 

６８５－７４３１ 60 316.52  388.28  

 見沼あかね 見沼区大和田町２－１２１

８－９ 

６８８－１１１０ 60 626.31  375.30  
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 ルミエール 見沼区南中丸９３９－５ ６８３－１２１６ 60 391.00  333.68  

 アーバンみらい東大宮

プライムキッズガーデ

ン 

見沼区春野２－５－１ ６８２－７７００ 120 2,700.94  970.52  

 アスク東大宮 見沼区東大宮２－２３－３ ６６１－５２１８ 90 659.78  516.05  

まきば 見沼区大和田町１－１３４

３－１ 

６８２－０００２ 60 520.49  443.11  

 風渡野 見沼区風渡野１－１０－７ ６８２－２５５０ 90 920.53  613.60  

 ふたば夢 見沼区東大宮７－７０－１

１ 

８１２－４１２６ 90 908.36  926.56  

 きらめき 見沼区南中野６８９－１ ６８２－５５０７ 100 996.20  782.74  

私 大宮みぬま 見沼区大和田町２－１６３

３－１ 

６８４－６５６８ 100 803.00  655.51  

 蓮沼 見沼区蓮沼１００－１ ６９９－１６４１ 90 1,668.09  632.24  

 あすなろ若葉 見沼区南中野６０５ ６８０－５３３５ 90 665.00  655.02  

 きらら園 見沼区東大宮７－７－９ ６８２－０１２０ 50 182.02  193.00  

 見沼あかね保育園分園 見沼区大和田町２－１２１

９－１ 

６８８－２２２０ 40 499.73 437.25 

 こどものしろ 見沼区東大宮４－９－８ ７６７－７６７２ 60 987.53 356.20 

 はすぬま第二 見沼区蓮沼１７８６－１ ７１５－１１８７ 90 1,298.00 995.68 

 ハニーガーデン 見沼区南中丸７６０ ７９３－４１１３ 60 491.96 416.19 

 七里めぐみ 見沼区大谷１２０１ ７９６－７６９８ 80 1,435.46 772.82 

 ミルキーウェイ東大宮

園 

見沼区東大宮５－４０－１ ８８４－９６２４ 90 639.22 584.32 

 大和田とちのき 見沼区大和田町１－２０２

２ 

６８４－５４２２ 90 1,324.08 1,013.33 

 きゃんばす東大宮 見沼区東大宮５－２６－１ ７９２－０１４２ 90 1,650.97 461.11 

 のぞみ 見沼区風渡野６３３－３ ６８８－６７１６ 50 867.50 237.34 

 きらら西口 見沼区東大宮２－２２－１

３ 

７８８－２８５６ 36 257.80 128.56 

 島こどものしろ保育園 見沼区島町５５２－１ ８１２－８９１５ 90 1,491.00 708.65 

 与野ひなどり 中央区本町西２－１－１１ ８５２－４２０２ 90 887.78  824.48  

立 あおぞら 中央区上落合８－１１－２

０ 

８５７－８８４１ 90 780.00  973.56  

まどか 中央区円阿弥７－１０－９ ８５５－３３３１ 70 701.60  443.50  

 与野本町駅前 中央区鈴谷９－５－１８ ８４０－１１５１ 72 1,750.17  749.74  

 ChaChaChildrenSuzuya 中央区鈴谷５－６－１１ ８５７－７１０１ 90 1,468.93  677.62  

 ゆめいろ 中央区本町東４－１－５ ８４０－５８５０ 90 743.51  726.76  

 そらいろ 中央区上落合５－２０－２

０ 

８５３－９０００ 45 1,503.62  377.10  

 南よの虹 中央区鈴谷１－１８－６ ８５８－１９００ 120 1,628.00  972.86  

 さいたまちとせ 中央区上落合６－１７－２

１ 

８５７－１１１５ 70 362.64  418.28  

 リトルやまゆり 中央区上落合９－１６－３ ８５８－２５００ 100 710.00  448.63  

 Gakken ほいくえんさ

いたま新都心 

中央区新都心１１－１ 

ＪＲさいたま新都心ビル１

Ｆ 

７６２－９２４２ 60 384.87（利用面積） 

 みずほ保育園与野新中

里 

中央区新中里３－１４－６ ８５１－３２４０ 90 850.60 596.57 

 小鳩保育園南与野 中央区鈴谷２－５３７－１ ７９９－２８３１ 90 649.89 482.71 

 リップル保育園鈴谷 中央区鈴谷９－１０－６ ７６７－４００９ 58 367.83 294.92 

 ミルキーウェイインタ

ーナショナル新都心園 

中央区下落合４－８－１７ ８５３－６９００ 65 626.67 263.53 

 スキップ本町 中央区本町東６－７－１１ ７６７－７９８８ 60 612.30 440.89 
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 ミルキーウェイ与野本

町園 

中央区本町東１－１４－５ ８５１－８８２８ 57 286.16 171.50 

 保育所まあむ大宮園 中央区上落合８－１－２０ ８５７－６２２０ 49 778.17 216.55 

 南与野たいよう保育園 中央区鈴谷５－１５－８ ８５６－０６６６ 90 998.93 609.46 

 与野クマさん保育所 中央区下落合１０８５－１ ８３３－２６１１ 90 545.70 535.25 

 彩の調保育園さいたま

新都心西口

中央区新都心５－２ポルト

小池ビル１階

７６７－８１１６ 51 725.62 194.66 

 リコリコ保育園 中央区上落合１－３－３ ７１６－４２９４ 90 213.24 339.80 

 つながりほいくえん 中央区鈴谷２－６２３－１ ８５４－６８５６ 39 306.00 396.81 

 浦和ひなどり 桜区西堀２－６－２６ ８６１－８３１１ 150 690.43  921.41  

 聖徳 桜区新開２－１７－１３ ８６２－１６０１ 80 1,441.67  923.23  

わらしべ 桜区西堀５－５－３ ８６２－３１２３ 120 1,127.36  889.16  

 ひまわりＤｏ・Ｄｏ 桜区神田５９６－１ ８５３－５７７０ 110 1,043.75  811.90  

私 いちご桜 桜区田島３－６－７ ８３９－１７１７ 60 448.25  275.06  

 菁莪 桜区西堀１－１１－１ ８６５－４３２１ 60 960.51  621.64  

 若草 桜区南元宿１－１２－２０ ８３７－２６６６ 30 390.08  345.00  

 ひまわりＤｏ・Ｄｏ第

２ 

桜区神田５９５－１ ８５３－３２３２ 60 992.97  611.13  

 ニチイキッズさいたま 桜区栄和５－１５－３９ ８５１－０７１５ 90 628.14  471.10  

 わらしべ第二 桜区西堀８－３－１３ ７１１－２８８５ 90 1,446.67  636.40  

 たじま絆保育園 桜区田島３－１３－４ ７１１－５６９７ 90 830.88  549.30  

 中浦和たいよう 桜区西堀１－５－２６ ８３６－１２１２ 90 845.51 498.33 

 エンゼル 浦和区神明２－２１－１４ ８２２－８６９６ 35 665.37  322.53  

 ひまわり乳児 浦和区針ヶ谷２－１６－１

６ 

８２７－０７７７ 30 263.30  341.54  

 常盤こころ 浦和区常盤７－１２－８ ８２４－５９８２ 120 1,486.03  941.23  

 椎の実 浦和区瀬ヶ崎５－２１－１

８ 

８８７－２１１２ 70 630.67  410.68  

 うらわライトハウス 浦和区北浦和３－８－９ ８３４－１７１１ 80 315.41 596.04  

 浦和たいよう 浦和区高砂２－１－１２ ７８９－７２０１ 60 181.78  155.35  

 Gakken ほいくえん浦

和 

浦和区高砂１－１６－１２ ８７１－２７８０ 50 377.01  377.01  

 スターチャイルド≪浦

和≫ 

浦和区東高砂町２５－７ ８７１－０２５０ 60 347.10  469.80  

立 北浦和駅前 浦和区元町２－１－３ ラ

イオンズプラザ浦和元町シ

ティ３階 

８１３－１１７７ 100 697.09（利用面積） 

 輝萌の森浦和園 浦和区仲町３－２－２４ ６７８－４１９１ 50 282.11（利用面積） 

 Gakken ほいくえん浦

和前地 

浦和区前地２－８－１７ ７６４－９６３２ 70 984.91  386.80  

 上木崎 浦和区上木崎２－６－７ ８２３－７０５１ 90 895.08 946.19 

 うらわポポロ 浦和区常盤９－１５－１９ ７１１－５４５６ 80 523.17 660.17 

 常盤たいよう 浦和区常盤１０－１９－３

１ 

８１４－３１７７ 90 607.56 591.92 

 うぃず針ヶ谷 浦和区針ヶ谷１－４－１４ ７６７－４２９７ 60 855.42 430.60 

 浦和いろは 浦和区常盤８－１５－９ ８２６－５４０７ 100 4,145.54 591.08 

 リップル保育園与野 浦和区上木崎１－３－５－

１ 

７５５－９２２９ 69 367.67 320.05 

 ながれ星保育園北浦和 浦和区北浦和１－６－７ ７６２－７４９２ 60 295.27 592.06 

 ふらっとセントラル 浦和区高砂３－８－１５ 

高砂ＳＳビル１・２階 

７５５－９８７７ 50 236.15 274.16 

 木崎たいよう 浦和区木崎５－１９－７ ８１３－０００９ 90 810.99 599.95 

 小鳩保育園高砂 浦和区高砂４－８－２３ ７１０－５８１０ 90 450.74 661.39 

 浦和ひなた 浦和区上木崎７－９－１ ７９９－２４２７ 120 1,031.37 630.95 

 ナチュラル浦和園 浦和区前地３－１６－１５ ７６７－８３０８ 75 675.95 567.16 

 元町たいよう 浦和区元町２－２１－９ ８１３－０３００ 95 826.45 614.48 
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 名称 住所 電話番号 定

員 

敷地面積 延床面積 

 うぐす保育園 浦和元

町 

浦和区元町２－２３－１５ ８８５－０８８０ 60 1,650.59 411.75 

 アルタキッズ浦和常盤

園 

浦和区常盤２－１０８－１ ７６７－８３１６ 75 1,000.92 499.26 

 第二浦和たいよう保育

園

浦和区岸町４－２６－２３ ８２５－７２１１ 90 210.45 538.87 

 浦和バプテスト保育園 浦和区常盤７－２－１４ ８３２－９６９３ 63 434.02 577.05 

 北浦和ひなた保育園 浦和区常盤９－２１－９ ８３３－７７７７ 90 195.75 568.55 

 浦和本太はばたき保育

園

浦和区本太５－１２－１６ ８８５－０７６６ 60 331.31 359.38 

 うぐす保育園浦和本太 浦和区本太１－９－６ ８８３－０８８０ 90 496.79 476.79 

 ピンクライオン保育園 浦和区東仲町１１１，１１

２－１

８８７－０６６６ 90 481.06 467.91 

私 萌夢 南区太田窪４－１７－７ ８８５－８４８９ 30 229.69  155.35  

 武蔵浦和Ｊキッズステ

ーション 

南区白幡５－１１－１０ ７１０－６６８１ 60 1,486.00  604.33  

 こびとの森 南区白幡３－４－１７ ８６１－７３６８ 90 409.70  760.99  

 向こころ 南区大谷口５４３６－３ ８７５－１８６０ 90 1,249.44  698.07  

 武蔵浦和桑の実 南区白幡５－１１－７ ８３８－９８０３ 45 580.06  351.82  

 南浦和たいよう 南区南浦和２－１２－１７ ８１３－６０３６ 60 568.00  450.54  

 スターチャイルド≪み

なみ≫ 

南区別所６－１５－２２ ８７２－１０００ 90 844.18  690.30  

 いちご 南区辻４－１１－１２ ７８９－７３５１ 90 796.72  518.10  

 ゆめの樹 南区鹿手袋４－１７－２２ ８３９－８８８８ 90 2,483.00  963.37  

 彩の森 南区鹿手袋６－２２－２８ ８６６－８１６５ 90 509.90  620.33  

 Gakken ほいくえん武

蔵浦和 

南区別所６－１９－８ ８７２－３２０１ 80 656.82  507.62  

 アスクむさしうらわ 南区別所７－１－１２ ８７２－８１０７ 60 - 393.66  

 アートチャイルドケア

南浦和 

南区文蔵２－１５－１２ ７１０－６１２３ 60 526.80  632.67  

いちご南 南区大谷口７１７ ８８２－１２３４ 135 2,193.69 997.60 

 さいたまたいよう 南区南浦和１－２２－１５ ８８７－０６０６ 80 554.38  704.64  

 太陽の子大谷口 南区大谷口２３１９－１ ７１２－０６００ 100 997.32  569.47  

立 第二萌夢 南区大谷口１４８４－３ ８８４－７７２２ 66 448.22  341.00  

 ゆめの樹第二 南区鹿手袋４－１７－３０ ７１１－１４１４ 60 770.85  287.35  

 ゆめの星 南区南浦和３－５－１６ 

ＭＤビル２階、３階 

７１１－１１５４ 90 642.48  427.85  

 小鳩保育園南浦和 南区南浦和２－４２－１８ ８７１－１６１０ 80 145.92  502.40  

 さい桜 南区曲本４－８－２ ８６５－０１０１ 100 850.44  919.86  

 チャイルドスクエアむ

さしうらわ 

南区別所６－４－１２ ８７２－１７１７ 60 636.00  469.42  

 あおば 南区沼影１－１１－２ 

スカイ＆ガーデンＡ棟１階 

８６３－９９９７ 50 221.81  221.81  

 小鳩保育園南本町 南区南本町２－２２－２ ８３３－５８１０ 90 308.19  576.00  

 コスモス 南区鹿手袋３－１－７ ８３７－７９９９ 60 609.33  279.12  

 武蔵浦和クマさん 南区鹿手袋５－４－５ ８３６－００１１ 80 569.92  752.39  

 ゆめの駅 南区鹿手袋３－１５－２ ７１１－２２４５ 90 911.40  695.85  

 中浦和まりーな 南区別所５－１０－１７ ８３６－０００１ 80 528.86  506.38 

 武蔵浦和ひなた 南区白幡６－５－８ ７６７－３１１４ 120 1,014.62 724.13 

 いちごの里 南区曲本５－１０－６ ７１１－７１２０ 50 496.01 402.09 

ミルキーウェイ武蔵浦

和園 

南区沼影１－３６－３０ ８３９－６３５５ 60 499.36 271.14 

 はれぞら 南区太田窪３１７０ ７６７－７１３２ 80 969.03 402.46 
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 名称 住所 電話番号 定

員 

敷地面積 延床面積 

 いちごの花 南区鹿手袋３－１５－１３ ７６７－６１１６ 60 695.58 329.17 

 南浦和ひなた 南区南浦和１－２９－１４ ７６２－７０３７ 60 483.75 404.72 

 浦和メープル 南区大谷口７６４－１ ７１１－８３９１ 90 2,250.10 834.00 

 南浦和クローバー 南区南浦和２－２５－１ 

２階 

７６７－７５１３ 48 288.64 209.64 

 ミルキーウェイラムザ

園 

南区沼影１－１０－１ ラ

ムザタワー１階 

８６５－３４６８ 60 10,400.72 204.87 

 武蔵浦和さくら 南区鹿手袋４－１４－１４ ７６７－８６４１ 70 466.22 511.50 

 輝萌の森南浦和根岸 南区根岸４－４－１７ ８３８－４１９１ 60 396.01 298.06 

 南浦和おおぞら保育園 南区南浦和２－１０－１１ ８８５－３３００ 90 384.52 681.26 

 彩の調保育園南浦和 南区南浦和３－１５－１０ ７６７－８１１６ 80 367.74 487.58 

 さつき保育園 南区沼影２－９－８ ８３８－７７７４ 60 421.68 438.62 

 武蔵浦和たいよう保育

園 

南区鹿手袋５－１２－４ ８３８－０３００ 63 331.00 360.40 

私 まなびの森保育園南浦

和 

南区文蔵３－２０－１７ ０４２－５７１－

４５３６ 

60 740.29 366.13 

 いちごの森保育園 南区別所６－１５－１６ ８３７－５９３５ 60 969.66 902.23 

 エンゼル乳幼児 緑区中尾２１７ ８７３－６３９５ 92 842.60  485.92  

 こぐま 緑区宮本２－７－１８ ８７３－０５５８ 78 1,466.83  693.22  

 東浦和みどり 緑区東浦和４－３０－１ ８７４－１７１９ 150 1,090.35  1,333.42 

 松木 緑区松木１－１９－２１ ８１０－５２３７ 60 387.14  387.64  

 めだか 緑区大間木３－１０－１０ ７９５－８０１１ 60 375.20  390.04  

 あいう園美園浦和美園

駅前 

緑区美園５－５１－２ ８７８－７７３３ 90 1,657.86  611.55  

 みう 緑区美園４－５－２７ ８７８－１８８８ 60 560.00  363.52  

 けやきの森保育園芝原

園 

緑区芝原１－１２－２ ８１０－５５０５ 80 992.09  551.50  

 あいう園浦和美園ウイ

ングシティ 

緑区美園５－４９－１３ ８１２－６７５５ 80 599.71  398.64  

 東浦和たいよう 緑区東浦和４－１４－１ ８７３－２２２２ 80 490.26  451.89  

 ナチュラル 緑区三室１９６４－４ ８２９－７７９３ 110 1,480.91  896.94  

 第２東浦和みどり 緑区東浦和７－２０－１１ ８２６－５３５８ 70 840.17  447.78  

 るい 緑区道祖土３－１３－３ ７６７－３８３９ 90 998.01  587.94  

 ふらっと 緑区原山２－３－２６ ７８９－６６５５ 110 887.55  617.62  

立 ブライト保育園浦和美

園 

緑区下野田５０９ ８１２－０１９０ 90 788.26  532.10  

 きらり遊愛 緑区美園３－８－３ ７６２－６７１２ 60 531.11  391.26  

 美園にじのこ 緑区下野田４５０ ７９９－３５３５ 60 850.71  350.96  

 みらい 緑区大間木２－２５－２６ ８７３－３３６３ 100 597.85 457.41 

 浦和みその 緑区美園４－１６－１ ７６７－４４６５ 120 1,303.39 811.53 

 くまの子倶楽部三室保

育園本館 

緑区三室４９６－１ ８７５－６０６７ 90 1,161.03 674.84 

 きらりつばさ 緑区美園３－２９－６ ７１１－１８０８ 90 1,034.46 512.79 

 遍照浦和美園 緑区美園３－１０－１６ ８１２－２２４４ 60 733.56 453.17 

 大きなぞうさん 緑区美園６－７－１８ ７５３－９８８３ 90 831.50 593.33 

 ステラさいたま大門 緑区大門１２２３－１ ７６２－８２８２ 90 924.18 683.81 

つばき 緑区東浦和１－１３－５ ８７３－８８８２ 90 1,348.54 510.48 

 アルタキッズ美園駅前 緑区下野田８ ７１１－３１５２ 87 1,109.00 499.26 

 チャイルドルーム 緑区大間木２－１３－５ ８７５－４１３０ 60 1,242.37 507.37 

 ブルーエレファント 緑区大間木７８５ ７１２－４７７７ 90 633.41 490.19 

 大きなぞうさん浦和中

尾 

緑区中尾３７２５ ８１０－６６８８ 80 895.00 624.18 

 マロカル 緑区東浦和５－２７－４ ７６２－６６８２ 78 846.01 545.70 

 アルタキッズ美園東園 緑区美園３－１７－６ ７６７－３７５２ 87 1,000.92 499.26 
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敷地面積 延床面積 

 小鳩保育園 美園 緑区美園５－４８－１ ８７８－０６００ 78 513.41 410.31 

 あけみ保育園 緑区美園２－１６－７ ７６７－７７７０ 90 994.04 707.89 

 たちばな 岩槻区太田１－１０－１９ ７５６－１２７５ 60 1,161.07  473.06  

私 岩槻 岩槻区宮町２－１０－３ ７５６－３３５０ 110 3,234.92  885.76  

 東武 岩槻区飯塚６２４ ７９８－５６３２ 90 1,167.61  808.20  

 岩槻さくら 岩槻区表慈恩寺７２５－２ ７９４－６８８８ 120 5,521.15  865.55  

 東岩槻 岩槻区東岩槻２－４－６ ７９４－７４５２ 60 749.49  448.54  

 東武第二 岩槻区府内２－２７－４８ ７９８－４４５０ 80 1,046.87  649.49  

 かわいデイナースリー 岩槻区平林寺４８７ ７５７－２７７７ 120 1,097.42  791.22  

 リズム 岩槻区釣上新田１４２５－

３ 

７９８－３５３５ 45 324.10  193.84  

 きらり 岩槻区釣上新田１４２８ ８１２－４８５０ 60 701.42  496.62  

立 美園リズム 岩槻区釣上新田６９５ ７９７－２９６６ 120 3541.13 1238.64 

 おひさま保育園岩槻 岩槻区西町２－５－１２ ７９７－８８０７ 60 1,100.13 759.98 

 きらり白妙 岩槻区美園東１－６－１１ ８７２－７０５０ 60 655.18 420.68 

 浦和美園まりーな 岩槻区美園東１－１２－５ ７９１－３２５５ 70 738.40 449.43 



資料編 第５部 公共施設・機関等一覧

5 - 7 - 1

【資料５－７】さいたま市所在指定文化財一覧（文化財保護課）  令和３年１月１日時点

指定 種別 指定名称及び員数 施設名等

国 有形文化財
(国宝)

工芸品 太刀 銘備前国長船住左兵衛尉景光 作者進
士三郎景政 嘉暦二二年己巳七月日 一口

埼玉県立歴史と民俗の博物館 

国 有形文化財
(国宝)

工芸品 短刀 銘備州長船住景光 元亨三年三月日 
附小サ刀拵 一口

埼玉県立歴史と民俗の博物館

国 重要有形文
化財

工芸品 刀 無銘 伝助真 一口 埼玉県立歴史と民俗の博物館

国 重要有形文
化財

歴史
資料

埼玉県行政文書 一万千二百五十九点 埼玉県立文書館 

国 重要有形
民俗文化財

北武蔵の農具 千六百四十点 埼玉県立歴史と民俗の博物館

国 史跡 見沼通船堀 見沼通船堀
国 史跡 真福寺貝塚 真福寺貝塚
国 特別天然

記念物
田島ケ原サクラソウ自生地
41,232 ㎡

桜草公園

国 天然記念物 与野の大カヤ 妙行寺金毘羅堂境内（中央区鈴谷）
県 有形文化財 建造物 内谷氷川神社本殿 二棟 氷川社（南区内谷）
県 有形文化財 建造物 大牧氷川女体神社本殿 一棟

付 寛永十三年棟札 一枚 貞享元年棟札 
一枚

大牧氷川女体神社（緑区東浦和）

県 有形文化財 建造物 本太氷川神社旧本殿 一棟 付 慶安三年護
摩札 一枚

氷川神社（浦和区本太）

県 有形文化財 建造物 氷川女體神社社殿 一棟
付 寛文七年銘棟札 一枚

氷川女體神社（緑区宮本）

県 有形文化財 建造物 中山神社旧本殿 一棟 中山神社（見沼区大字中川）
県 有形文化財 絵画 月江正文和尚頂相 一幅 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 絵画 絹本着色両界曼荼羅 二幅 清浄院（北区吉野町）
県 有形文化財 絵画 氷川神社行幸絵巻 一巻 付 原本 一巻 

下絵 一巻
氷川神社（大宮区高鼻町）

県 有形文化財 絵画 絹本着色両界曼荼羅 二面 玉蔵院（浦和区仲町）
県 有形文化財 絵画 絹本着色長江晴楼図 橋本雅邦筆 一幅 埼玉県立近代美術館
県 有形文化財 絵画 紙本着色太平記絵巻 巻第一、二、六、七、

十 五巻
埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形文化財 絵画 一の谷合戦図屏風 海北友雪筆
一双

埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形文化財 絵画 紙本着色鯉亀図 葛飾北斎筆 一幅 埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形文化財 絵画 紙本着色鳴鶏 小茂田青樹筆 一双 埼玉県立近代美術館
県 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩立像 一躯 玉蔵院（浦和区仲町）
県 有形文化財 彫刻 木造大日如来坐像 一躯 医王寺（桜区西堀）
県 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩坐像 一躯 さいたま市立博物館
県 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 一躯 廓信寺（浦和区北浦和）
県 有形文化財 彫刻 円空作木造薬師如来立像 一躯 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 彫刻 円空作木造十二神将立像 十二躯 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 鋳銅懸仏 一面 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 石灯籠 一基 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 氷川女体神社神輿 一基 氷川女體神社（緑区宮本）
県 有形文化財 工芸品 三鱗文兵庫鎖太刀 一口 氷川女體神社（緑区宮本）
県 有形文化財 工芸品 椿文鎌倉彫笈 一背 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 牡丹文瓶子 二口 東京国立博物館
県 有形文化財 工芸品 銅製鍍金八角釣燈籠 一基 さいたま市立浦和博物館
県 有形文化財 工芸品 縹糸威最上胴丸具足 一領 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 源氏車紋鞍 一背 付 障泥 一対 鎧一対 

轡 一口
埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形文化財 工芸品 藤枝太郎英義作 刀 一口 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 道憲作十文字槍 一口 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 工芸品 螺鈿鞍 一背 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 典籍 紙本墨書大般若波羅蜜多経 五百三十九巻 

付 経櫃 三口 請箱 三十三口
さいたま市立浦和博物館

県 有形文化財 古文書 玉蔵院文書 三百二十八通 玉蔵院（浦和区仲町）
県 有形文化財 古文書 清河寺文書 七点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 安保文書 三十七点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 金子家文書 四十一点 埼玉県立歴史と民俗の博物館
県 有形文化財 古文書 三戸文書 二点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 平岩文書 二点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 赤堀文書 二点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 逸見家文書 十一点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 斎藤家中世文書 十点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 児玉南柯日記及び関係書類 五十三冊・六十

点
埼玉県立文書館

県 有形文化財 古文書 法華寺文書 九点 埼玉県立文書館
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県 有形文化財 古文書 浄国寺日鑑 七十七冊 浄国寺（岩槻区加倉）
県 有形文化財 古文書 栗橋関所日記及び関係資料 九十四点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 古文書 小室家資料 七千六百二十二点 埼玉県立文書館
県 有形文化財 考古

資料
亀形土製品及び伴出遺物 東北原遺跡第二号
住居跡出土 一括

さいたま市立博物館

県 有形文化財 考古
資料

灰釉蔵骨器 八王子出土 一口 付 須恵器
蓋

さいたま市立博物館

県 有形文化財 考古
資料

白鍬遺跡出土須恵器壷 一箇 付 土師器 
二箇

さいたま市立浦和博物館

県 有形文化財 考古
資料

馬場小室山遺跡出土土偶装飾土器・人面画土
器 二点

さいたま市立浦和博物館

県 有形文化財 歴史
資料

本太氷川神社宮殿 一基 付 木鉾 二本 
案 一基

氷川神社（浦和区本太）

県 有形文化財 歴史
資料

不動院文書 十二点 埼玉県立文書館

県 有形民俗
文化財

中本家神楽師用具 二百九十四点 さいたま市立博物館

県 有形民俗
文化財

赤山渋生産用具及び渋小屋 九十九点 埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形民俗
文化財

岡田家芝居衣裳・用具 四百六十二点 埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形民俗
文化財

石山家芝居衣裳・用具及び芝居台本 二百九
十一点

埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形民俗
文化財

中本家神楽師用具 二百五十七点 埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形民俗
文化財

押絵羽子板面相師関係資料 五千五百八十四
点

埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形民俗
文化財

高梨家神楽師用具 四百二十七点 埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 有形民俗
文化財

江戸川の船大工用具と漁船 千二百六点 付 
船図面 二点 流し台 一点 

埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 史跡 大宮公園内遺跡  付 出土品 埼玉県立歴史と民俗の博物館

県 史跡 方墳大塚古墳 一基 大塚古墳
県 史跡 大門宿本陣表門 一棟 個人宅
県 史跡 岩槻城跡 岩槻城址公園
県 史跡 一里塚 一里塚（岩槻区大字相野原）
県 史跡 岩槻藩遷喬館 岩槻藩遷喬館
県 史跡 馬場小室山遺跡 馬場小室山遺跡

県 天然記念物 妙行寺のモクコク 一本 妙行寺（中央区鈴谷）
県 天然記念物 青葉園のフジ 三本 青葉園
県 天然記念物 清河寺の大ケヤキ 一本 個人宅
県 天然記念物 大久保の大ケヤキ 一本 日枝社（桜区大字大久保領家）
県 旧跡 見性院の墓 一基 清泰寺（緑区東浦和）
県 旧跡 寿能城跡 寿能公園
県 旧跡 渋江鋳金遺跡 私有地
市 有形文化財 建造物 吉祥寺山門 一棟 吉祥寺（緑区大字中尾）
市 有形文化財 建造物 大熊家表門(旧浦和宿本陣表門) 一棟 個人宅
市 有形文化財 建造物 太田窪氷川神社本殿 一棟 氷川神社（南区大字太田窪）
市 有形文化財 建造物 大間木氷川神社本殿 一棟

付 護摩札 一枚 寛文元年辛丑十月吉日の
記があるもの 棟札 一枚 寛文七年造立の
銘がある 掲額 一面 享保十五年の銘があ
る

氷川神社（緑区東浦和）

市 有形文化財 建造物 玉蔵院地蔵堂 一棟 付 一、棟札 嘉永三
年修理銘アリ 一枚 一、棟札 明治四十一
年修理銘アリ 一枚

玉蔵院（浦和区仲町）

市 有形文化財 建造物 大門宿脇本陣表門 一棟 個人宅
市 有形文化財 建造物 旧蓮見家住宅 一棟 浦和くらしの博物館民家園
市 有形文化財 建造物 観音寺観音堂 一棟 観音寺（桜区大字宿）
市 有形文化財 建造物 國昌寺門 一棟 國昌寺（緑区大字大崎）
市 有形文化財 建造物 調神社旧本殿 一棟 付 木札 享保十八年

の銘がある 一枚
調神社（浦和区岸町）

市 有形文化財 建造物 西堀氷川神社本殿 一棟 氷川神社（桜区西堀）
市 有形文化財 建造物 附島氷川女体社本殿 一棟 氷川女体社（緑区大字大間木）
市 有形文化財 建造物 旧高野家離座敷 一棟 旧高野家離座敷
市 有形文化財 建造物 中野田不動堂 一棟 付 棟札

天明六年丙午三月四日建立の銘のあるもの 
一枚

不動堂（緑区大字中野田）

市 有形文化財 建造物 沼影観音堂厨子 一基 観音堂（南区沼影）
市 有形文化財 建造物 観音寺四脚門 一棟 観音寺（桜区大字宿）
市 有形文化財 建造物 玉蔵院山門 一棟 玉蔵院（浦和区仲町）
市 有形文化財 建造物 上大久保氷川神社本殿 一棟 氷川神社（桜区大字上大久保）
市 有形文化財 建造物 大谷場氷川神社本殿 一棟 氷川神社（南区南本町）
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市 有形文化財 建造物 旧坂東家住宅 一棟 旧坂東家住宅見沼くらしっく館
市 有形文化財 建造物 重殿社本殿 一棟 附 享保十一年扁額一面 重殿社（緑区大字中野田）
市 有形文化財 建造物 深井家長屋門 一棟 附 弘化元年棟札一面 個人宅
市 有形文化財 建造物 旧武笠家表門 一棟 浦和くらしの博物館民家園
市 有形文化財 建造物 道祖土神明社本殿 一棟 道祖土神明社（緑区道祖土）
市 有形文化財 建造物 大久保神社本殿並びに境内社豊栄社本殿及び

稲荷社本殿 三棟 付 棟札等 十一枚
大久保神社（桜区大字宿）

市 有形文化財 建造物 旧野口家住宅 一棟 浦和くらしの博物館民家園
市 有形文化財 建造物 永田家長屋門及び簓子塀 三棟 個人宅

市 有形文化財 建造物 旧綿貫家住宅 一棟 浦和くらしの博物館民家園
市 有形文化財 建造物 旧高野家住宅 一棟 浦和くらしの博物館民家園
市 有形文化財 建造物 一乗院仁王門 一棟 一乗院（南区内谷）
市 有形文化財 建造物 岩槻城城門（黒門） 一棟 岩槻城址公園
市 有形文化財 建造物 洞雲寺の山門 一棟 与野文化財資料室
市 有形文化財 建造物 岩槻城裏門 一棟 岩槻城址公園
市 有形文化財 建造物 龍門寺山門 一棟 龍門寺（岩槻区日の出町）
市 有形文化財 建造物 駒形権現神社須賀神社本殿 一棟 駒形権現神社須賀神社（緑区大字中尾）

市 有形文化財 建造物 大宮氷川神社摂社門客人神社本殿・摂社天津
神社本殿・末社御嶽神社本殿 三棟

氷川神社（大宮区高鼻町）

市 有形文化財 建造物 太田諏訪神社本殿 一棟 諏訪神社（岩槻区太田）

市 有形文化財 建造物 与野小村田氷川神社本殿 附 棟札 奉造立
寶永六己丑歳五月吉祥日の記があるもの一棟

氷川神社（中央区本町東）

市 有形文化財 絵画 林光寺絹本着色真言八祖画像 八幅 さいたま市立博物館
市 有形文化財 絵画 氷川神社横山大観作「秋色武蔵国」一幅 氷川神社（大宮区高鼻町）
市 有形文化財 絵画 圓蔵院絹本着色十二天画像 二幅 埼玉県立歴史と民俗の博物館
市 有形文化財 絵画 紙本着色三千仏図 二幅 一乗院（南区内谷）
市 有形文化財 絵画 扇面三十六歌仙絵 十八面 調神社（浦和区岸町）
市 有形文化財 絵画 高木地蔵堂紙本着色十王地獄図 一幅 さいたま市立博物館
市 有形文化財 絵画 絹本著色両界曼荼羅図 二幅 一乗院（南区内谷）
市 有形文化財 絵画 小茂田青樹筆 茶の花図 一幅

付 小林古径筆箱書
さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 絵画 長伝寺「絹本着色阿弥陀如来画像」 一幅 長伝寺（中央区本町東）
市 有形文化財 絵画 廓信寺紙本着色釈迦涅槃図 服部尚匡筆 一

幅
廓信寺（浦和区北浦和）

市 有形文化財 彫刻 銅造阿弥陀如来立像 一躯 守光院（南区太田窪）
市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来三尊像 三躯 観音寺（桜区大字宿）
市 有形文化財 彫刻 阿弥陀如来坐像 一躯 永福寺（桜区大字神田）
市 有形文化財 彫刻 阿弥陀三尊像 三躯 無量寺（南区曲本）
市 有形文化財 彫刻 木造観音形坐像 一躯 個人宅
市 有形文化財 彫刻 木造十一面観音立像 一躯 清泰寺（緑区東浦和）
市 有形文化財 彫刻 観音堂円空作竜頭観音像他三躰 四躰 さいたま市立博物館
市 有形文化財 彫刻 薬王寺円空作仏像群 二十九躰 薬王寺（見沼区島町）
市 有形文化財 彫刻 観音堂円空作観音像他一躰 二躰 さいたま市立博物館
市 有形文化財 彫刻 圓蔵院円空作観音像 一躰 埼玉県立歴史と民俗の博物館
市 有形文化財 彫刻 満蔵寺円空作阿弥陀像 一躰 埼玉県立歴史と民俗の博物館
市 有形文化財 彫刻 宝積寺円空作役行者像 一躰 宝積寺（見沼区深作）
市 有形文化財 彫刻 松本家円空作天神像 一躰 さいたま市立博物館
市 有形文化財 彫刻 山崎家円空作観音像 一躰 個人宅
市 有形文化財 彫刻 正福寺円空作十一面観音像他一躰 二躰 正福寺（見沼区大字蓮沼）
市 有形文化財 彫刻 地蔵院円空作不動明王像 一躰 さいたま市立博物館
市 有形文化財 彫刻 山田家円空作観音像 一躰 個人宅
市 有形文化財 彫刻 木造如来形坐像 一躯 東福寺（南区関）
市 有形文化財 彫刻 木造不動明王坐像および二童子像 三躯

木造大威徳明王像および木造金剛夜叉明王像 
二躯

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 彫刻 川城家円空作阿弥陀・観音像 二躰 個人宅
市 有形文化財 彫刻 阿弥陀堂木造阿弥陀如来坐像 一躰 阿弥陀堂（西区大字二ツ宮）
市 有形文化財 彫刻 木造観音菩薩立像 一躯 東泉寺（浦和区瀬ヶ崎）
市 有形文化財 彫刻 興徳寺木造地蔵菩薩坐像 一躰 興徳寺（西区宮前町）
市 有形文化財 彫刻 金剛院木造宝冠釈迦如来坐像 一躰 金剛院（北区日進町）
市 有形文化財 彫刻 木造聖観音立像 一躯 観音堂（南区沼影）
市 有形文化財 彫刻 丸ヶ崎円空作菩薩形坐像 一躰 多聞院（見沼区大字丸ヶ崎）
市 有形文化財 彫刻 萬年寺木造釈迦如来坐像 一躰 萬年寺（見沼区片柳）
市 有形文化財 彫刻 長伝寺木造聖観音坐像 一躯 長伝寺（中央区本町東）
市 有形文化財 彫刻 木造男神立像 木造女神立像 二躯 氷川社（南区内谷）
市 有形文化財 彫刻 木造伝西方寺開山像 一躯 釈迦堂（桜区大字塚本）
市 有形文化財 彫刻 銅造不動明王坐像 一躯 付 木製光背一基 不動堂（緑区大字中野田）
市 有形文化財 彫刻 圓福寺木造釈迦如来坐像 一躯 圓福寺（中央区上峰）
市 有形文化財 彫刻 木造聖観音菩薩坐像 一躯 本太観音堂（浦和区本太）
市 有形文化財 彫刻 正圓寺「板彫阿弥陀聖衆来迎図」一点 正圓寺（中央区本町西）



資料編 第５部 公共施設・機関等一覧

【資料５－７】さいたま市所在指定文化財一覧

5 - 7 - 4

指定 種別 指定名称及び員数 施設名等

市 有形文化財 彫刻 木造役行者及び二鬼像 三躯 大善院（浦和区東仲町）
市 有形文化財 彫刻 大圓寺木造聖観音菩薩坐像 一体 大圓寺（見沼区大字風渡野）
市 有形文化財 彫刻 興徳寺木造虚空蔵菩薩坐像 一体 興徳寺（西区宮前町）
市 有形文化財 彫刻 興徳寺木造弥勒菩薩坐像 一体 興徳寺（西区宮前町）
市 有形文化財 彫刻 木造薬師如来坐像及び日光・月光菩薩立像三

躯
薬王院（桜区田島）

市 有形文化財 彫刻 長伝寺「木造閻魔王坐像」一躯 長伝寺（中央区本町東）
市 有形文化財 彫刻 廓信寺鳳凰文欄間 服部尚匡作 三面 廓信寺（浦和区北浦和）
市 有形文化財 彫刻 木造地蔵菩薩半跏像 一躯 埼玉県立歴史と民俗の博物館
市 有形文化財 彫刻 円空仏 三躯 埼玉県立歴史と民俗の博物館
市 有形文化財 彫刻 金剛院仁王門の金剛力士像 二躯 金剛院（岩槻区大字末田）
市 有形文化財 彫刻 浄安寺の円空仏 二躯 浄安寺（岩槻区本町）
市 有形文化財 彫刻 木造阿弥陀如来立像 一躯 浄安寺（岩槻区本町）
市 有形文化財 彫刻 廓信寺木造金剛力士立像 二躯 廓信寺（浦和区北浦和）

市 有形文化財 彫刻 観音寺木造聖観音菩薩立像 一躯 観音寺（桜区大字宿）
市 有形文化財 工芸品 普門院高蒔絵飾棚 一脚 埼玉県立歴史と民俗の博物館

市 有形文化財 工芸品 医王寺の銅鐘 一口 医王寺（桜区西堀）
市 有形文化財 工芸品 長福寺懸仏 一面・四躰 長福寺（北区別所町）
市 有形文化財 工芸品 三味線 古近江作 一丁 さいたま市立博物館
市 有形文化財 工芸品 大圓寺古天明霰釜 一口 大圓寺（見沼区大字風渡野）
市 有形文化財 工芸品 富士鳳凰様衝立 一脚 個人宅
市 有形文化財 工芸品 圓乘院けまん 七個 圓乘院（中央区本町西）
市 有形文化財 工芸品 氷川女體神社古社宝類 一括 一.古鈴 三

箇 一.鉾形祭具 二口 銘正応六年 一.鉄
鏃 三本 一 .木造鳥魚形祭具 四箇
一.木造男神像 一躯 一.二枚胴具足 一具 
一.鋳銅馬 一躯

氷川女體神社（緑区宮本）

市 有形文化財 工芸品 林光寺銅鐘 一口 林光寺（西区大字植田谷本）
市 有形文化財 工芸品 神輿鳳凰 一躯 調神社（浦和区岸町）
市 有形文化財 工芸品 太子堂鰐口 寛文九年、南部江大崎村太子堂

の銘がある 一口
太子堂（緑区大字大崎）

市 有形文化財 工芸品 高木地蔵堂鰐口 一口 高木地蔵堂（西区大字高木）
市 有形文化財 工芸品 宝来神明社銅鏡 一面 さいたま市立博物館
市 有形文化財 工芸品 密教法具 一、金剛盤 延宝五丁巳天八月一

日の刻銘がある 一面 一、五鈷杵 一口
金剛寺（桜区道場）

市 有形文化財 工芸品 半鐘 「宝永七庚寅八月吉日」「粉河市正
作」の刻銘がある 一口

清泰寺（緑区東浦和）

市 有形文化財 工芸品 密教法具 金剛盤 「文化七庚午天十二月栄
法寄附」「西村和泉守作」の刻銘がある 一
面  
五鈷鈴「栄法」の刻銘がある 一口  六器
「栄法」の刻銘がある 二口は脚台を欠く 
六基 灑水器蓋 「栄法」の刻銘がある 一
枚

一乗院（南区内谷）

市 有形文化財 工芸品 鰐口 武蔵国﨑西郡中河郷大和田村蔵林寺 
応永廿一年二月晦日の銘がある 一口

東漸寺（緑区馬場）

市 有形文化財 工芸品 見性院霊廟三具足 松平肥後守寄附、寛政元
年二月等の銘がある 一具

清泰寺（緑区東浦和）

市 有形文化財 工芸品 圓乘院舎利宝塔 一基 圓乘院（中央区本町西）
市 有形文化財 工芸品 武州与野町講中神酒枠 一基 付 瓶子 二

点 担ぎ棒 一本
与野郷土資料館

市 有形文化財 工芸品 圓乘院金銅花籠 二十点 圓乘院（中央区本町西）
市 有形文化財 工芸品 鏝絵の絵馬 一点 与野郷土資料館
市 有形文化財 工芸品 薬王院の鰐口 延寶甲寅、與野郷田嶌村薬師

堂の銘がある 一口
薬王院（桜区田島）

市 有形文化財 工芸品 圓乘院「木製柄香炉形仏具」 一点 圓乘院（中央区本町西）
市 有形文化財 工芸品 長伝寺「木製三葉葵紋香炉」 一基 長伝寺（中央区本町東）
市 有形文化財 工芸品 浦和仲町の神酒枠 二基一対 大善院（浦和区東仲町）
市 有形文化財 工芸品 時の鐘 一口 時の鐘（岩槻区本町）
市 有形文化財 工芸品 南蛮鉄の灯籠 一基 慈恩寺（岩槻区慈恩寺）
市 有形文化財 工芸品 文明鰐口 一口 さいたま市立博物館
市 有形文化財 工芸品 仏眼舎利宝塔 一点 浄国寺（岩槻加倉）
市 有形文化財 書跡 大雲文竜書大弁才尊天号 一軸 國昌寺（緑区大字大崎）
市 有形文化財 書跡 日蓮上人断簡第三紙 一幅 付 一、別紙裏

書(左記三件ノ添書ヲ含ム) 一通 （一）天
正十年加藤祐清供養寄進書 （二）寛永十八
年証書 （三）日明・日禛・日允・日啓・日
近連名加署 一、元禄十五年日近証書 一通

圓蔵寺（浦和区東岸町）

市 有形文化財 書跡 調神社扁額 享和二年十一月一日 松平定信
筆 一面

調神社（浦和区岸町）

市 有形文化財 書跡 金剛山内外院代々古今記録 一巻 さいたま市立浦和博物館
市 有形文化財 書跡 三條実美筆鳳翔閣竪額 一枚 さいたま市立浦和博物館
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市 有形文化財 書跡 神明宮扁額 僧公遵書 一面 氷川女體神社（緑区宮本）
市 有形文化財 書跡 絹本墨書総延授総悦血脈 天文十四年乙巳十

二月十三日及び元亀四年癸酉三月十一日の年
紀がある 一幅

大泉院（桜区大字大久保領家）

市 有形文化財 書跡 紙本墨書三千仏名経 巻下に「時宝徳二年庚
午十一月中三巻御経書写畢」の奥書あり 三
巻

大泉院（桜区大字大久保領家）

市 有形文化財 書跡 鈴木荘丹自筆の俳句 一枚 与野郷土資料館
市 有形文化財 典籍 高野家書籍 七六二点 さいたま市立浦和博物館
市 有形文化財 古文書 岩井家所蔵文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 慶長の検地帖 四冊 さいたま市立浦和博物館
市 有形文化財 古文書 大島家文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 北条氏綱制札 大永四年八月廿六日、三室之

郷あて 一通 北条氏印判状 元亀三年十月
廿一日女躰宮神主あて 一通

氷川女體神社（緑区宮本）

市 有形文化財 古文書 井原家古文書 二点 個人宅
市 有形文化財 古文書 観智国師関係史料 一幅一冊 長伝寺（中央区本町東）
市 有形文化財 古文書 鈴木荘丹関係史料 句集一冊・古文書三通 与野郷土資料館
市 有形文化財 古文書 寛文五年二月武蔵国足立郡五関村水帳外十五

冊 十六冊
さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 古文書 氷川神社文書 一括 氷川神社（大宮区高鼻町）
市 有形文化財 古文書 東角井家所蔵文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 西角井家所蔵文書 一括 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 井上家所蔵文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 小島勘太夫家文書 一括 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 会田家文書 一括 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 小谷三志関係資料 一括 個人宅
市 有形文化財 古文書 旧浦和宿本陣文書 十九点 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 浅子家所蔵大和田村文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 厚沢家文書 一括 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 慈眼寺文書 一括 慈眼寺（西区大字水判土）
市 有形文化財 古文書 武笠家文書 書冊二二二冊 書状一、 九六

通
埼玉県立文書館

市 有形文化財 古文書 氷川女體神社旧神主家武笠文書 三六一点 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 太田氏房印判状 一通 さいたま市総務課アーカイブズセンター
市 有形文化財 古文書 若谷家文書 書冊四五三冊 状九九九通 絵

図十三枚
埼玉県立文書館

市 有形文化財 古文書 小島家文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 大田窪村元和検地帳写 十一冊 さいたま市総務課アーカイブズセンター
市 有形文化財 古文書 酒井忠世書状 一幅 玉蔵院（浦和区仲町）
市 有形文化財 古文書 木内家文書 状物一、八三一通 冊物一九七

冊 絵図二一枚
さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 古文書 調宮縁起 寛文八年九月日法印寂堂誌 一巻 調神社（浦和区岸町）
市 有形文化財 古文書 玉蔵院寺領寄進状及び朱印状 十二通 玉蔵院（浦和区仲町）
市 有形文化財 古文書 大泉院寺領寄進状及び朱印状 十二通 大泉院（桜区大字大久保領家）
市 有形文化財 古文書 氷川女體神社社領寄進状及び朱印状 十二通 氷川女體神社（緑区宮本）
市 有形文化財 古文書 伊達政宗書状 一通 長伝寺（中央区本町東）
市 有形文化財 古文書 慈眼寺朱印状 十二通 慈眼寺（西区大字水判土）
市 有形文化財 古文書 林光寺朱印状 十二通 林光寺（西区大字植田谷本）
市 有形文化財 古文書 島村家所蔵大和田村文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 圓乘院朱印状 九点 圓乘院（中央区本町西）
市 有形文化財 古文書 妙行寺朱印状 七点 妙行寺（中央区鈴谷）
市 有形文化財 古文書 榎本家文書 七十七点 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 島村家所蔵大和田村文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 稲垣田龍関係史料(自然科学関係) 四十三点 さいたま市総務課アーカイブズセンター

与野郷土資料館

市 有形文化財 古文書 細淵家文書 一九〇〇点 付 書籍類 一〇
三点

さいたま市総務課アーカイブズセンター

市 有形文化財 古文書 天正十九年道場村検地帳写 一冊 個人宅
市 有形文化財 古文書 短才見聞録 一冊 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 氷川女體神社諸事控 一冊 付

武州一宮女躰宮御由緒書 一冊 宮本簸河社
領一件 一冊

個人宅

市 有形文化財 古文書 都築家文書 一括 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 深井家文書 一、二〇六点 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 沼影観音堂関係文書 三通 さいたま市立浦和博物館
市 有形文化財 古文書 大崎村検地帳 六冊 付 桐箱 一合 さいたま市立浦和博物館
市 有形文化財 古文書 石川家文書 一四二〇点 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 岡田家文書 一八九点 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 片岡家文書 一七〇点 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 井上家文書 八九点 さいたま市立浦和博物館
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市 有形文化財 古文書 慈恩寺文書 一括 慈恩寺（岩槻区慈恩寺）
埼玉県立歴史と民俗の博物館

市 有形文化財 古文書 勝田家文書 百六十点 埼玉県立文書館
市 有形文化財 古文書 北条家印判状 一巻 さいたま市立博物館
市 有形文化財 古文書 北澤家文書 一一四点 さいたま市立博物館
市 有形文化財 考古

資料
弥生式土器つぼ 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

大間木宮前遺跡出土台付甕形土器 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

別所遺跡出土壺形土器 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

伝白幡本宿遺跡出土台付甕形土器 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

弥生式土器脚付かめ 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

弥生式土器つぼ 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

大谷場遺跡出土晩期縄文式土器 六口 付 
小形壺形土器(後期縄文式土器) 一口

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

満蔵寺板石塔婆 一基 満蔵寺（見沼区大字膝子）

市 有形文化財 考古
資料

二ツ宮阿弥陀堂板石塔婆 二基 阿弥陀堂（西区大字二ツ宮）
さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

宝積寺坂石塔婆 一基 宝積寺（見沼区深作）

市 有形文化財 考古
資料

大日堂板石塔婆 一基 大日堂（大宮区天沼町）

市 有形文化財 考古
資料

法願寺板石塔婆群 二三基 高木地蔵堂（西区大字高木）

市 有形文化財 考古
資料

鎧塚出土の石函 一口 蓮昌寺（浦和区駒場）

市 有形文化財 考古
資料

布目瓦 六片 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

片柳板石塔婆 一基 個人宅

市 有形文化財 考古
資料

真福寺板石塔婆 四基 真福寺（北区今羽町）

市 有形文化財 考古
資料

東光院五輪塔 二基 東光院（西区大字島根）

市 有形文化財 考古
資料

丸ヶ崎六地蔵石仏 六躰 多聞院（見沼区大字丸ヶ崎）

市 有形文化財 考古
資料

長福寺板石塔婆群 一括 長福寺（北区別所町）

市 有形文化財 考古
資料

別所遺跡出土和泉式土器 二三点 さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

大谷場貝塚出土諸磯式土器 四点 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

北宿西遺跡出土旧石器資料 一三〇七点 土器の館

市 有形文化財 考古
資料

白鍬宮腰遺跡出土品
一. 白鍬塚山古墳周堀出土埴輪類、土製模造
品、石製模造品及び土器類 朝顔形円筒埴輪 
一箇 朝顔形円筒埴輪残欠 六点 円筒埴輪
残欠 十二点 朝顔形円筒埴輪破片及び円筒
埴輪破片 一括 形象埴輪破片(盾形、推定
家形、同人物 その他)三一点 土製甑形模
造品 一箇 石製剣形模造品 一箇 土師器
破片及び須恵器破片 一括 一、第１号円形
周溝墓出土土器類 土師器高杯破片 一点 
須恵器破片 一括 一、第２号円形周溝墓出
土土器類、銅製品、鉄製品、石製品、土製品
及びガラス製品類 土師器(坏、坩、壺)三箇 
土師器破片及び須恵器破片 一括 乳文鏡 
一面 鉄鏃 三点 鉄鏃(推定六本分癒着)一
括 直刀及び短刀残欠癒着鉄塊 一括 紡錘
車(石製及び土製)二箇 硬玉製勾玉 一箇 
碧玉製管玉 一箇 ガラス丸玉 一箇、一、
第１号土壙出土鉄製品類 刀子残欠 一点 
一、溝内出土土器類及び鉄製品類 土師器破
片 一括 陶磁器破片 一括 鉄釘及び刀子
残欠 二点 一、遺構外出土品 土師器杯 
一箇 土師器破片及び須恵器破片 一括 布
目瓦破片 一括 陶磁器破片 一括

土器の館
さいたま市立博物館
さいたま市立浦和博物館
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【資料５－７】さいたま市所在指定文化財一覧

5 - 7 - 7

指定 種別 指定名称及び員数 施設名等

市 有形文化財 考古
資料

注口土器 馬場小室山遺跡出土 一個 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

壺形土器 大谷場小池下遺跡出土 二箇 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 考古
資料

井沼方遺跡方形周溝墓出土品 鉄剣 一口 
ガラス玉 十二個 壺形土器 五箇台付甕形
土器 二箇 台付甕形土器残欠 一箇分 片
口鉢形土器 一箇 メノウ製勾玉 一箇

土器の館
さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

中川の旧石器時代資料
－中川貝塚出土－ 一二三点

土器の館

市 有形文化財 考古
資料

大和田の旧石器時代資料 
－大和田高明遺跡出土－
一八三点

土器の館

市 有形文化財 考古
資料

弥生時代の銅鏡・銅鏃
－三崎台遺跡出土－ 二点

土器の館
さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

弥生時代のガラス玉・鉄製鎌 －土屋下遺跡
出土－ 三点

土器の館
さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

線刻画付人物埴輪
－伝東宮下出土－ 二体

さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

口琴・金銅仏・浄瓶など平安時代の祭祀遺物 
－氷川神社東遺跡出土－ 二八点

土器の館
さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

松木遺跡出土土偶 土器の館

市 有形文化財 考古
資料

側ヶ谷戸古墳群 11号古墳出土埴輪 十三点 土器の館
与野郷土資料館

市 有形文化財 考古
資料

上太寺遺跡 2号方形周溝墓出土ガラス小玉及
び台付甕形土器 ガラス小玉 四三点・台付
甕形土器 一点

土器の館
与野郷土資料館

市 有形文化財 考古
資料

諏訪坂遺跡 1 号・2 号住居跡出土遺物 三六
点

土器の館
さいたま市立博物館
与野郷土資料館

市 有形文化財 考古
資料

地蔵図像板碑 一基 岩槻郷土資料館

市 有形文化財 考古
資料

阿弥陀板石塔婆 一基 善念寺跡（岩槻区大字笹久保）

市 有形文化財 考古
資料

一石五輪塔 一基 常源寺（岩槻区大字表慈恩寺）

市 有形文化財 考古
資料

二十一仏板石塔婆 一基 常福寺（岩槻区浮谷）

市 有形文化財 考古
資料

つかのこし古墳出土品 一括 岩槻郷土資料館
さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

阿弥陀三尊図像月待供養板碑 一基 願生寺（岩槻区本町）

市 有形文化財 考古
資料

天文十六年銘地蔵図像板碑 一基 満蔵寺（岩槻区大字馬込）

市 有形文化財 考古
資料

大久保領家遺跡出土常滑焼大甕 一口 附 
ガラス小玉 四点

さいたま市立博物館

市 有形文化財 考古
資料

馬場小室山遺土壙出土縄文土器
三十点 

土器の館

市 有形文化財 考古
資料

稲荷原遺跡出土縄文時代早期土器及び石器 
撚糸文系土器 八十六点 沈線文系土器 三
十三点 押型文系土器 二十二点（うち一点
無文土器） 石鏃 九点 剥片石器 九点

さいたま市立博物館

市 有形文化財 歴史
資料

私年号板石塔婆 弥勒二年正月十六日の銘が
ある 一基

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

阿弥陀三尊種子板石塔婆 正和三年閏三月一
六日の銘がある 一基

真福寺墓地（南区別所）

市 有形文化財 歴史
資料

廓信寺板石塔婆 元亨二二年甲子五月四日の
銘がある 一基

廓信寺（浦和区北浦和）

市 有形文化財 歴史
資料

月待供養板石塔婆 文明十七年乙巳十一月廿
三日の銘がある 二基

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

文永七年銘板石塔婆 一基 長福廃寺墓地（緑区大字間宮）

市 有形文化財 歴史
資料

来迎阿弥陀三尊板石塔婆 一基 大興寺（緑区大字大門）

市 有形文化財 歴史
資料

延慶二年銘板石塔婆 一基 醫王寺（南区白幡）

市 有形文化財 歴史
資料

阿弥陀一尊種子板石塔婆 一基 國昌寺（緑区大字大崎）

市 有形文化財 歴史
資料

延慶三年銘図像板石塔婆 一基 上野田東台墓地

市 有形文化財 歴史
資料

十三仏種子月待供養板石塔婆 銘 大永二年
壬午十一月廿三日 一基

さいたま市立浦和博物館
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【資料５－７】さいたま市所在指定文化財一覧
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指定 種別 指定名称及び員数 施設名等

市 有形文化財 歴史
資料

守護侍不入石杭 一基 玉蔵院（浦和区仲町）

市 有形文化財 歴史
資料

有泉勝長木牌 一基 清泰寺（緑区東浦和）

市 有形文化財 歴史
資料

阿弥陀三尊種子板石塔婆 銘、正和二二年乙
卯卯月日 一基

東福寺（南区関）

市 有形文化財 歴史
資料

十六日念仏供養板石塔婆 銘、永正十五年戊
寅十一月十六日 一基

駒形公会堂

市 有形文化財 歴史
資料

藤橋建立関係資料 三点 埼玉県立文書館

市 有形文化財 歴史
資料

五榜の高札 第四札・第五札 二面 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

地蔵種子板石塔婆 貞和三年丁亥銘 一基 明照寺（緑区大字中野田）

市 有形文化財 歴史
資料

徳本上人念仏供養塔 一基 大興寺（緑区大字大門）

市 有形文化財 歴史
資料

足立百不動尊供養塔 一基 行弘寺（南区大字太田窪）

市 有形文化財 歴史
資料

小泉蘭斎墓碑 一基 廓信寺（浦和区北浦和）

市 有形文化財 歴史
資料

紀伊徳川家囲鷺定杭 一本 埼玉県立歴史と民俗の博物館

市 有形文化財 歴史
資料

さぎやまの記并歌 安政二年水無月 藤波重
好の識語がある 一巻

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

紙本淡彩普寛行者画像 一幅
付 祭文断簡 一紙

御嶽神社（桜区田島）

市 有形文化財 歴史
資料

釈迦種子板石塔婆 康暦三年四月廿七日、 
比丘尼浄本の銘がある 一基

個人宅

市 有形文化財 歴史
資料

釈迦種子板石塔婆 康暦三年四月廿七日、 
僧浄源の銘がある 一基

明照寺（緑区大字中野田）

市 有形文化財 歴史
資料

関流算額 嘉永五年閏三月再建奉納の銘があ
るもの 一面

氷川神社（桜区西堀）

市 有形文化財 歴史
資料

中西流算額 明治十四年五月吉日奉納の銘が
あるもの 一面

重殿社（緑区大字中野田）

市 有形文化財 歴史
資料

浦和宿絵図 文化八年の別紙裏書がある 一
面

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

玉林院朱印地境内堂社絵図及び古書写 二点 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

与野町絵図 一点 さいたま市総務課アーカイブズセンター

市 有形文化財 歴史
資料

正野友三郎一門奉納の算額 一点
付 関係資料 文書 二十七点

日枝神社（中央区円阿弥）
個人宅

市 有形文化財 歴史
資料

阿弥陀三尊種子板石塔婆 正中二年十月六日
の銘がある 一基

さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

井原和一日記 －筆の跡－ 三二冊 与野郷土資料館

市 有形文化財 歴史
資料

定（火付・火事場取り締まりの高札） 一面 埼玉県立歴史と民俗の博物館

市 有形文化財 歴史
資料

定（きりしたん制禁の高札） 一面 埼玉県立歴史と民俗の博物館

市 有形文化財 歴史
資料

太政官高札(五榜の掲示) 一面 与野郷土資料館

市 有形文化財 歴史
資料

見沼通船器材 十点 さいたま市立浦和博物館

市 有形文化財 歴史
資料

篠原家の宝篋印塔 文化辛未年の銘がある 
一基

宮前共同墓地

市 有形文化財 歴史
資料

正元二年銘の板石塔婆 一基 妙行寺（中央区鈴谷）

市 有形文化財 歴史
資料

圓乘院の石造地蔵菩薩立像 一基 圓乘院（中央区本町西）

市 有形文化財 歴史
資料

赤山通りの石造地蔵菩薩立像 一基 赤山通り路傍（中央区本町東）

市 有形文化財 歴史
資料

綿貫家の算木及び関係文書 一式及び三巻 個人宅

市 有形文化財 歴史
資料

坂東家文書 五千百五十二点   埼玉県立文書館

市 有形文化財 歴史
資料

天保十一年銘秋葉神社算額 一面 秋葉神社（西区大字中釘）

市 有形文化財 歴史
資料

東泉寺阿弥陀三尊図像板石塔婆 一基 東泉寺（浦和区瀬ヶ崎）

市 有形文化財 歴史
資料

龍門寺所蔵資料 一括 龍門寺（岩槻区日の出町）
埼玉県立文書館
埼玉県立歴史と民俗の博物館



資料編 第５部 公共施設・機関等一覧

【資料５－７】さいたま市所在指定文化財一覧

5 - 7 - 9
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市 有形文化財 歴史
資料

児玉南柯遺品 一括 岩槻郷土資料館

市 有形文化財 歴史
資料

「漂客紀事」及び「徳教篇」版木 二件 浄安寺（岩槻区本町）

市 有形文化財 歴史
資料

岩槻城并侍屋敷城下町迄総絵図 さいたま市立博物館

市 有形民俗
文化財

清泰寺の庚申塔 三五一基 清泰寺（緑区東浦和）

市 有形民俗
文化財

愛宕神社の算額 一面 愛宕神社（見沼区大字御蔵）

市 有形民俗
文化財

太子講関係資料 一括 さいたま市立浦和博物館

市 有形民俗
文化財

厳島神社絵馬 一面 さいたま市立浦和博物館

市 有形民俗
文化財

文殊寺絵馬 三面 文殊寺（緑区大字三室）

市 有形民俗
文化財

辻の庚申塔 一基 路傍（西区大字指扇領辻）

市 有形民俗
文化財

大倭神社の庚申塔 一基 大倭神社（西区三橋）

市 有形民俗
文化財

庚申塔 寛文八戊申年十一月吉日造立ノ銘ア
リ 一基

大谷場小学校脇

市 有形民俗
文化財

庚申塔 寛保二壬戌歳正月吉日造立ノ銘アリ 
一基

さるまん塚（緑区大字三室）

市 有形民俗
文化財

庚申塔 寛文四甲辰五月廿七日造立ノ銘アリ 
一基

路傍（南区大字広ヶ谷戸）

市 有形民俗
文化財

地蔵院の地蔵石仏 一躰 地蔵院（見沼区東大宮）

市 有形民俗
文化財

高城寺の庚申塔 一基 高城寺（西区大字西遊馬）

市 有形民俗
文化財

廣田寺本尊縁起絵馬 一面 観音堂（南区沼影）

市 有形民俗
文化財

庚申塔 寛文九年己酉天七月吉日の造立の銘
あり 一基

重円寺（桜区栄和）

市 有形民俗
文化財

庚申塔 寛文九年酉二月日の銘あり 一基 金剛寺（桜区道場）

市 有形民俗
文化財

庚申塔 寛文九年己酉二月吉日の銘あり 一
基

寶泉寺（南区鹿手袋）

市 有形民俗
文化財

天満宮絵馬 二面 天満宮（桜区道場）

市 有形民俗
文化財

五百羅漢像 五一三躯 弘法尊院（中央区新中里）

市 有形民俗
文化財

南部領辻の獅子舞獅子頭、衣裳及び道具類三
一点 附 長持及び長持覆い 一式

南部領辻公会堂

市 有形民俗
文化財

身形神社の雨乞い絵馬 三面 さいたま市立浦和博物館

市 有形民俗
文化財

本太観音堂連経講絵馬 三面 本太観音堂（浦和区本太）

市 有形民俗
文化財

石尊講木製奉納太刀 天明二年、四ツ屋講中
の銘がある 一口

さいたま市立浦和博物館

市 有形民俗
文化財

石尊講木製奉納太刀 安永五年、白幡邑講中
の銘がある 一口

睦神社（南区白幡）

市 有形民俗
文化財

大戸のお聖さま 一基 お聖さま（中央区大戸）

市 有形民俗
文化財

上峰諏訪神社の力石 二点 上峰コミュニティホール

市 有形民俗
文化財

仲町獅子王祭獅子頭及び神輿
一対及び一基

宗教法人大善院（浦和区東仲町）
与野文化財資料室

市 有形民俗
文化財

大久保領家囃子連奉納絵馬 
一面

さいたま市立浦和博物館

市 有形民俗
文化財

寛文五年銘の庚申塔 一基 圓乘院（中央区本町西）

市 有形民俗
文化財

寛文十三年銘の庚申塔 一基 大戸不動堂（中央区大戸）

市 有形民俗
文化財

延宝二年銘の庚申塔 一基 上落合地蔵堂（中央区上落合）

市 有形民俗
文化財

延宝三年銘の庚申塔 一基 上落合地蔵堂（中央区上落合）

市 有形民俗
文化財

今羽ささら獅子舞天幕、獅子頭及び天狗面
一括

氷川神社（北区今羽町）

市 有形民俗
文化財

福寿庵百観音 百三躯 福寿庵（西区大字宝来）

市 有形民俗
文化財

中郷薬師堂の元禄十三年無食供養塔 一基 中郷薬師堂（西区西大宮）
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【資料５－７】さいたま市所在指定文化財一覧
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指定 種別 指定名称及び員数 施設名等

市 有形民俗
文化財

「岩槻の古式土俵入り」笹久保地区の天幕 
１張

篠岡八幡大神社 （岩槻区大字笹久保）

市 史跡 大成館跡 普門院（大宮区大成町）

市 史跡 側ヶ谷戸古墳群(稲荷塚・台耕地稲荷塚・茶
臼塚・上之稲荷・山王山古墳の五基)

側ヶ谷戸古墳群

市 史跡 浦和宿石橋と供養仏 一基 常盤九丁目交差点
市 史跡 かね山古墳 一基 かね山古墳
市 史跡 権現塚古墳 一基 個人宅
市 史跡 浦和宿二・七市場跡 付 市場定杭 慈恵稲荷社（浦和区常盤）
市 史跡 羽根倉河岸跡 付 渡船場跡 羽根倉河岸跡（桜区大字下大久保）
市 史跡 膝子一里塚 一基 膝子一里塚（見沼区大字膝子）
市 史跡 鈴木荘丹の墓 妙行寺（中央区鈴谷）
市 史跡 西沢曠野の墓 長伝寺（中央区本町東）
市 史跡 大成領主小栗忠政一族の墓 普門院（大宮区大成町）
市 史跡 指扇領主山内一唯一族の墓 四基 妙玖寺（西区大字中釘）
市 史跡 春日氏一族の墓 四基

        十九基
宗教法人大泉院（桜区大字大久保領家）
宗教法人明照寺（緑区大字中野田）

市 史跡 塚山古墳 一基 個人宅
市 史跡 神明寺古墳 一基 個人宅
市 史跡 白鍬塚山古墳 一基 個人宅
市 史跡 本杢古墳 一基 本杢古墳
市 史跡 大戸貝塚 一基 大戸貝塚
市 史跡 浦和宿本陣跡 仲町公園
市 史跡 片柳の筆塚 一基 個人宅
市 史跡 藤橋の六部堂 六部堂（西区大字植田谷本）
市 史跡 内谷氷川社境内 氷川社（南区内谷）
市 史跡 氷川女體神社磐船祭祭祀遺跡 見沼氷川公園
市 史跡 神明神社古墳 一基 神明神社（南区関）
市 史跡 稲垣田龍の墓 一基 妙行寺（中央区鈴谷）
市 史跡 旗本青木高頼一族の墓及び宝篋印塔 

三四基
正法院（見沼区大字南中野）

市 史跡 池上家冨士浅間塚及び関連資料 
一基一括 

個人宅

市 史跡 児玉南柯の墓 浄安寺（岩槻区本町）

市 史跡 大岡家の墓 龍門寺（岩槻区日の出町）
市 史跡 岩槻城大構 愛宕神社（岩槻区本町）
市 史跡 太田氏資宝篋印塔 芳林寺（岩槻区本町）
市 史跡 高力清長・徳松丸・竹の局の墓及び供養塔 浄安寺（岩槻区本町）
市 史跡 郷学 穀堂の碑 個人宅
市 史跡 岩槻藩主阿部家の墓 浄国寺（岩槻区加倉）
市 天然記念物 ユーカリ樹 一株 埼玉県立浦和第一女子高等学校
市 天然記念物 真福寺のイチョウ 一株 真福寺（南区別所）
市 天然記念物 御蔵のクマガイソウ 一群 個人宅
市 天然記念物 クマガイソウ自生地 個人宅
市 天然記念物 セイコノヨシ自生地 身形社（桜区大字神田）
市 天然記念物 山崎の大ケヤキ 一株 第二産業道路中央分離帯（緑区大字三室）
市 天然記念物 大和田の五葉松(西) 一本 個人宅
市 天然記念物 景元寺のシイノキ 二本 景元寺（大宮区北袋町）
市 天然記念物 センダンバノボダイジュ 一株 埼玉県立浦和第一女子高等学校
市 天然記念物 大和田の五葉松(東) 一本 個人宅
市 天然記念物 圓蔵院のシダレザクラ 一本 圓蔵院（見沼区大字中川）
市 天然記念物 圓蔵院の大イチョウ 一本 圓蔵院（見沼区大字中川）
市 天然記念物 砂の大ケヤキ 一本 八雲神社（見沼区東大宮）
市 天然記念物 砂のモッコク 一本 個人宅
市 天然記念物 圓乘院の千代桜 一株 圓乘院（中央区本町西）
市 天然記念物 薬師堂のマキ 一株 薬師堂（桜区大字塚本）
市 天然記念物 宮原の大ケヤキ 一本 個人宅
市 天然記念物 氷川女體神社社叢 氷川女體神社（緑区宮本）
市 天然記念物 太田窪のカヤ 一株 共同住宅内（緑区原山）
市 天然記念物 御蔵のイカリソウ 一群 個人宅
市 天然記念物 辻のムクノキ 一株 個人宅
市 天然記念物 大興寺のヒイラギ 一株 大興寺（緑区大字大門）
市 天然記念物 宮原小学校のセンダン 一本 宮原小学校
市 天然記念物 普門院のタラヨウ 一本 普門院（大宮区大成町）
市 天然記念物 普門院のキャラ 一本 普門院（大宮区大成町）
市 天然記念物 大門のアベマキ 一株 個人宅
市 天然記念物 大興寺のウメ 一株 大興寺（緑区大字大門）
市 天然記念物 東泉寺のボダイジュ 一株 東泉寺（浦和区瀬ヶ崎）
市 天然記念物 山崎のボダイジュ 一株 観音堂（緑区山崎）
市 天然記念物 延命寺のムクノキ 一株 延命寺（浦和区本太）
市 天然記念物 砂のヒヨクヒバ 一本 個人宅
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指定 種別 指定名称及び員数 施設名等

市 天然記念物 調神社の境内林 調神社（浦和区岸町）
市 天然記念物 辻のムクロジ 一株 個人宅
市 天然記念物 大日堂のシイノキ 一本 大日堂（大宮区天沼町）
市 天然記念物 染谷のタラヨウ 一本 個人宅
市 天然記念物 植田谷本のクスノキ 一本 個人宅
市 天然記念物 大久保神社社叢 大久保神社（桜区大字宿）
市 天然記念物 薬師堂のヒイラギ 一株 薬師堂（桜区大字大久保領家）
市 天然記念物 睦神社社叢 睦神社（南区白幡）
市 天然記念物 カイノキ 一株 浦和北公園
市 天然記念物 三橋のヒイラギ 一本 個人宅
市 天然記念物 十王尊の大イチョウ 一本 十王尊（見沼区大字南中野）

市 天然記念物 氷川参道の並木 十一本 氷川参道（大宮区吉敷町～高鼻町）
市 天然記念物 大和田のムクノキ 一本 個人宅
市 天然記念物 金剛院のタブノキ 一本 金剛院（北区日進町）
市 天然記念物 金剛院のカヤ 一本 金剛院（北区日進町）
市 天然記念物 金剛院のシイノキ 一本 金剛院（北区日進町）
市 天然記念物 満福寺のシラカシ 一本 満福寺（北区日進町）
市 天然記念物 南中丸のアカガシ 一本 個人宅
市 天然記念物 蓮沼のムクロジ 一本 個人宅
市 天然記念物 カシワ 一株 如意輪観音堂（桜区田島）
市 天然記念物 清浄院のサルスベリ 一本 清浄院（北区吉野町）
市 天然記念物 行弘寺のツバキ 一株 行弘寺（南区大字太田窪）
市 天然記念物 沼影観音堂のイヌマキ 一株 観音堂（南区沼影）
市 天然記念物 上小町氷川神社のモッコク 一本 氷川神社（大宮区上小町）
市 天然記念物 御巌神社のイヌマキ 一株 御嶽神社（桜区田島）
市 天然記念物 大谷場氷川神社のユリノキ 一株 氷川神社（南区南本町）
市 天然記念物 大泉院のウスギモクセイ 一株 大泉院（桜区大字大久保領家）
市 天然記念物 廓信寺のカヤ 一株 廓信寺（浦和区北浦和）
市 天然記念物 林鐘寺のイトザクラ 一株 林鐘寺（桜区大字在家）
市 天然記念物 正圓寺のドウダンツツジ 一株 正圓寺（中央区本町西）
市 天然記念物 光秀寺のカヤの木 一本 光秀寺（岩槻区大字尾ヶ崎）
市 天然記念物 岩槻城跡のケヤキ 一本 岩槻城址公園
市 天然記念物 岩槻小学校のイチョウ 一株 さいたま市立岩槻小学校
市 天然記念物 法光寺のシイノキ 一株 法光寺（西区大字高木）
市 天然記念物 小室社のタブノキ 一株 個人宅 
市 天然記念物 砂氷川社のクスノキ 一本 砂氷川神社（見沼区東大宮）
市 天然記念物 砂氷川社のモミ 一本 砂氷川神社（見沼区東大宮）
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国認定重要美術品
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国 佛地經論疏巻第三 一巻 個人宅

国 袈裟襷文銅鐸 埼玉県立歴史と民俗の博物館

国 磁製古九谷色絵花鳥文徳利  一箇 個人宅

この他、県指定と重複(三件)

国登録有形文化財
登録 種別 登録名称及び員数 施設名等

国 旧浦和市農業協同組合三室支所倉庫(登
録名:浦和くらしの博物館民家園展示
棟) 一棟

浦和くらしの博物館民家園

国 二木屋（旧小林英三家住宅）
主屋 一棟

二木屋

国 二木屋（旧小林英三家住宅）
門及び塀 一基

二木屋

国 細淵家住宅主屋 一棟 個人宅
国 細淵家住宅長屋門 一棟 個人宅

国 東玉大正館（旧中井銀行岩槻支店） 
一棟

東玉大正館

国 長谷川家住宅旧店蔵及び主屋 一棟 個人宅

国 長谷川家住宅文庫蔵 一棟 個人宅

国 岩槻郷土資料館（旧岩槻警察署本庁
舎・付属庁舎及び演武場） 一棟

岩槻郷土資料館

国 旧岩槻警察署付属掲示場 一基 岩槻郷土資料館
国 内木酒造店舗兼主屋 一棟 個人宅

国 内木酒造離れ 一棟 個人宅
国 加藤家住宅主屋 一棟 個人宅
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Ｒ４．４．１現在

所　　管 呼　　称 所　　　在 障害者用 処　理

都市公園課 1 秋葉神社公園 西区大字中釘８０６ 浄

2 秋葉の森総合公園（建物内） 西区中釘１２４１ ○ 浄

3 加茂川公園（古里公園） 西区大字植田谷本地内(鴨川河川敷) 公

4 鴨川広場 西区三橋５丁目地内 汲取

5 鴨川みずべの里 西区水判土地内、大宮区三橋４丁目 浄

6 佐知川公園 西区大字佐知川字粕田４４ 汲取

7 島根公園 西区大字島根字宮前４６６ 浄

8 清河寺公園 西区清河寺字東谷１１３７ 汲取

9 土屋公園 西区大字土屋２１７ 公

10 中釘公園 西区大字中釘１４４３ 汲取

11 西遊馬公園 西区西遊馬３４３３－１ 汲取

12 西第二公園 西区三橋６－１１８１－７ 公

13 二ツ宮住宅第２公園 西区大字中野林８８０－１ 汲取

14 プラザ中央公園 西区プラザ７５４－２８ 公

15 宝来運動公園 西区宝来２０２２－１ 汲取

16 水判土公園 西区大字水判土３８６ 公

17 三橋総合公園 西区三橋5丁目地内 ○ 浄

18 三橋６丁目南公園 西区三橋６ー２６０ 汲取

19 内野本郷大空公園 西区大字内野本郷965-1外 ○ 公

20 東公園 北区別所町７５ 公

21 稲荷第２公園 北区大成町４－４１４ 公

22 うねうね公園 北区日進町２丁目１９１６－３ ○ 公

23 神山公園 北区吉野町２－２３６－１ 公

24 きたまちしましま公園 北区宮原町１丁目地内 ○ 公

25 庚申公園 北区別所町６７ 公

26 小山公園 北区別所町１１９ 公

27 神明公園 北区別所町３４ 公

28 諏訪公園 北区吉野町２－２５－１ 公

29 滝宮公園 北区別所町１１２６ 公

30 つつじヶ丘公園 北区吉野町２－２１３ ○ 公

31 土呂公園 北区土呂町１－４２ 公

32 仲仙道公園 北区東大成町１－６３１－１ 公

33 仲原公園 北区吉野町１－４２ 公

34 奈良公園 北区奈良町１３６－５０ 公

35 新堀公園 北区吉野町２－２６２ 公

36 日進公園 北区日進町１－３１１ ○ 公

37 原殿公園 北区宮原町２－９８ ○ 公

38 番場公園 北区日進町２丁目、３丁目地内 ○ 公

39 東植竹公園 北区植竹町１－１４５ ○ 公

40 別所公園 北区別所町９５ 公

41 本郷第１公園 北区本郷町８９０－１ ○ 公

【資料５－８】さいたま市内公衆便所一覧（都市公園課、生活衛生課、大宮駅東口まちづくり事務所）

 5 - 8 - 1
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42 本郷第２公園 北区本郷町１４５７ 公

43 前谷公園 北区吉野町1-8-5 公

44 松原公園 北区宮原町４－４２ 公

45 見沼公園 北区土呂町２－８３－２ 公

都市公園課 46 見晴公園 北区土呂町２－４９ ○ 公

47 宮原公園 北区宮原町２－７９ 公

48 吉野公園 北区吉野町１－３７９－１ ○ 公

49 東宮原ぼうさい広場 北区宮原町２丁目地内 ○ 公

50 天沼緑地 大宮区天沼町１丁目地内 ○ 公

51 大平公園 大宮区三橋１－５５ ○ 公

52 大宮公園サッカー場（建物内） 大宮区高鼻町 ○ 公

53 かみこ公園 大宮区上小町１０４３ ○ 公

54 合併記念見沼公園 大宮区天沼町１丁目地内 ○ 浄

55 さいたま新都心公園 大宮区北袋町１－１９０－２４ ○ 公

56 桜木公園 大宮区桜木町４－１７４ 公

57 桜木４丁目南公園 大宮区桜木町４丁目６３２ ○ 公

58 精進場公園 大宮区大成町３－５６２ 公

59 高沼遊歩道 大宮区吉敷町４丁目地内 ○ 公

60 並木公園 大宮区三橋２－２５０ 公

61 みつわ公園 大宮区三橋３－１４８－１ 公

62 三橋天神公園 大宮区三橋４－２５８ 公

63 三橋４丁目広場 大宮区三橋４丁目 汲取

64 山丸公園 大宮区吉敷町１－１２０－１ 公

65 大和田公園
見沼区大和田町１丁目、
大宮区寿能町2丁目地内

○ 公

66 アーバンみらい公園 見沼区春野１．２丁目地内 ○ 公

67 有無公園 見沼区丸ケ崎町４２ 公

68 一本松公園 見沼区東大宮６－６１－１ 公

69 上ノ台公園 見沼区堀崎町１４３２ 公

70 うてな中野公園 見沼区南中野５６４ ○ 公

71 大宮大原公園 見沼区東大宮６－１２ 公

72 風の子第二公園 見沼区風渡野南特定土地区画整理事業地内 ○ 公

73 鎌倉公園 見沼区大字御蔵字大ケ谷戸１３９４ 汲取

74 観音寺下公園 見沼区深作２－７ ○ 公

75 砂中央公園 見沼区東大宮７－４２ 公

76 中原公園 見沼区丸ケ崎町２３ 公

77 七里総合公園 見沼区大字大谷字八石、大字膝子字見沼 ○ 公・汲取

78 登戸公園 見沼区東大宮７－３８ 公

79 蓮沼ふれあい広場 見沼区蓮沼下特定土地区画整理事業地内 ○ 公

80 原際公園 見沼区東大宮４－１１ 公

81 春岡中央公園 見沼区春岡３丁目４２－１ ○ 公

82 東大宮親水公園 見沼区東大宮２，３丁目地内 公

83 東大宮中央公園 見沼区東大宮５－４２－１ 公
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－８】さいたま市内公衆便所一覧

所　　管 呼　　称 所　　　在 障害者用 処　理

84 堀崎公園 見沼区堀崎町１２－１ ○ 公

85 堀崎中央公園 見沼区堀崎町７３６－１ ○ 公

86 堀の内公園 見沼区東大宮２－１５ 公

87 本村公園 見沼区東大宮１－７８ 公

88 藁田島公園 見沼区東大宮６－４２ 公

89 蓮沼ふれあい公園 見沼区蓮沼地内 ○ 公

90 風の子２号公園 見沼区風渡野地内 ○ 公

都市公園課 91 南中野西浦公園 見沼区南中野地内 ○ 公

92 東宮下親水公園 見沼区東宮下地内 ○ 浄

93 山崎公園 見沼区蓮沼１０５２－４ ○ 公

94 丸ヶ崎公園 丸ヶ崎土地区画整理事業地内59街区 ○ 公

95 上峰ふれあい公園 中央区上峰１丁目地内 ○ 公

96 大戸公園 中央区大戸２－１１、１４ 公

97 上落合公園 中央区上落合４－１１ ○ 公

98 上落合北公園 中央区上落合７－９ ○ 公

99 下落合プール 中央区下落合５－１１ ○ 公

100 鈴谷西公園 中央区鈴谷２－５７７－１ ○ 公

101 鈴谷東公園 中央区鈴谷２－５７１－１ ○ 公

102 八王子公園 中央区八王子４丁目地内 ○ 公

103 与野公園 中央区本町西１丁目地内 ○ 公

104 与野中央公園 中央区新中里４丁目地内 ○ 公

105 荒川彩湖公園（桜草公園） 桜区大字田島、大字堤外 ○ 浄

106 荒川総合運動公園 桜区大字在家他 ○ 浄

107 荒川総合運動公園通り 桜区大字在家地内 ○ 浄

108 栄和３丁目公園 桜区栄和３－１６ ○ 公

109 桜草公園
桜区大字田島字秋ヶ瀬・字平野原、
大字関字秋ヶ瀬、大字西堀字南原、
大字堤外字平野地内

○ 浄・汲取

110 神田第一公園 桜区神田字作田２９－１ 公

111 千貫樋水郷公園 桜区大字五関字中島地内 浄・汲取

112 西堀高沼公園 桜区西堀８－２０３１他 ○ 公

113 浦和北公園（北浦和公園内） 浦和区常盤９－３０ ○ 公

114 浦和総合運動場 浦和区元町１丁目、本太４丁目地内 ○ 公

115 浦和中央公園 浦和区仲町２丁目１２－３ ○ 公

116 大原テニス公園 浦和区大原２－１ 汲取

117 駒場運動公園 浦和区駒場２丁目地内 ○ 公

118 調公園 浦和区岸町３－１７ ○ 公

119 常盤公園 浦和区常盤１－８ ○ 公

120 元町東公園 浦和区元町２丁目地内 ○ 公

121 浦和弁天公園 南区南浦和２－４３ 公

122 円正寺第一公園 南区大字円正寺字新田５０８ 公

123 大谷口公園 南区大字大谷口字明花５７３６－１ ○ 公

124 大谷口細野公園 南区大谷口字細野９８８ 公

125 御獄公園 南区南浦和２－２ 公
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【資料５－８】さいたま市内公衆便所一覧

所　　管 呼　　称 所　　　在 障害者用 処　理

126 鹿手袋ふれあい公園 南区鹿手袋4丁目５９４－１ ○ 公

127 篠堤公園 南区大谷口字向原地内 ○ 公

128 白幡公園 南区白幡３－１ ○ 公

129 神明丸公園 南区根岸１－１６ ○ 公

130 太田窪四丁目公園 南区太田窪４－１５１５－２ ○ 公

131 沼影公園 南区沼影２－７－３５ ○ 公

132 根岸西児童公園 南区根岸３－９ 公

133 一ツ木公園 南区南本町１－１８ 公

134 文蔵公園 南区文蔵５－２７ 公

135 舟山公園 南区南浦和３－３８ ○ 公

136 別所あじさい公園 南区別所５－２３ ○ 公

都市公園課 137 別所沼公園 南区別所４丁目地内 ○ 公

138 松本２丁目公園 南区松本２－９ 公

139 明花公園 南区大谷口字明花地内 ○ 公

140 六辻水辺公園 南区辻４丁目地内 公

141 もみじ公園 南区南浦和３－３０ 公

142 井沼方公園 緑区東浦和２-１５-１ ○ 公

143 浦和くらしの博物館民家園 緑区大字下山口新田地内 ○ 公

144 浦和美園４丁目公園 緑区美園４－４ ○ 公

145 大崎公園 緑区大字大崎字稲荷前地内 ○ 浄

146
大間木公園
（見沼通船堀公園内）

緑区大字大間木字八町、字長割、字附島他 汲取

147 駒前公園 緑区中尾字駒前９８３ ○ 公

148 さぎ山記念公園
緑区大字南部領辻字上野田下・
字〆切・字天久保、
大字上野田字宮裏・字向原地内

○ 浄

149 諏訪入公園 緑区太田窪３－１９ ○ 公

150 大門上中央公園 大門上・下野田特定土地区画整理事業49街区 ○ 公

151 大門坂下公園 緑区東大門１－９ 公

152 大六天公園 緑区東浦和５丁目３０－１ ○ 公

153 中丸公園 緑区中尾字中丸２２７５ 公

154 原山市民プール 緑区原山２－３３ ○ 公

155 東浦和中央公園 緑区東浦和４－４－１ 公

156 松木西公園 緑区松木１丁目１９１９他 ○ 公

157 松芝公園 緑区芝原２－４－２ 浄

158 三浦運動場 緑区大字三浦地内 汲取

159 水深中央公園 緑区大間木３－２８ ○ 公

160 美園台公園 浦和東部第一特定土地区画整理事業地内 ○ 公

161 三葉公園 緑区三室字大古里８８８ 公

162
見沼自然公園
(さぎ山記念公園内)

緑区大字南部領辻字〆切地内 ○ 浄

163 見沼通船堀公園 緑区大間木字八丁２０３４－１ 汲取

164 見沼氷川公園 緑区大字見沼地内 ○ 公

165 見沼臨時グランド 緑区新宿地内 汲取
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所　　管 呼　　称 所　　　在 障害者用 処　理

166 宮本第一公園 緑区宮本１－４ ○ 公

167 和田公園 緑区東浦和７-１５-１ 公

168 岩槻城址公園 岩槻区太田３－４ ○ 公

169 岩槻諏訪公園 岩槻区諏訪４－４ ○ 公

170 岩槻文化公園 岩槻区村国２２９ ○ 公

171 加倉高架下こども広場 岩槻区加倉２－１５２８－１ 汲取

172 かなりや児童公園 岩槻区東岩槻３－９ ○ 公

173 川通公園 岩槻区長宮８２５－５ ○ 浄

174 グリーンタウン公園 岩槻区本丸４－２７ 汲取

175 慈恩寺親水公園 岩槻区慈恩寺１２５１ ○ 浄

176 城町竹林公園 岩槻区城町１－６ 公

177 つきのきの広場 岩槻区新方須賀１１７２－１ ○ 浄

都市公園課 178 北部工業団地記念公園 岩槻区古ヶ場１－２ ○ 公

179 南平野公園 岩槻区大字南平野２８９ ○ 公

180 鷲宮児童公園 岩槻区上野６－６ 公

181 和土住宅公園 岩槻区大字黒谷６３６－１ ○ 公

182 加倉ふれあい公園 岩槻区加倉５丁目１０５６番２ ○ 公

南部建設事務所　土木管理課 159 浦和駅西口 浦和区高砂１－１１先 公

1 大宮公園
大宮区高鼻町２・３・４丁目、
寿能町１・２丁目、堀の内町３丁目、
見沼区大和田町１丁目地内

○ 公

2 北浦和公園 浦和区常盤９－３０ ○ 公

3 秋ヶ瀬公園
桜区大字下大久保､神田､上大久保､栄和､
西堀､山久保､大久保領家､新開､田島､町谷､
道場､南元宿､志木市大字宗岡地内

○ 公

埼玉県
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－８】さいたま市内公衆便所一覧

Ｒ３．４．１現在

所　管 所　在　区 呼　　称 所　　　在 障害者用 処　理

西大宮駅北口 西区西大宮1丁目21番地 ○ 公

西大宮駅南口 西区西大宮1丁目21番地 ○ 公

指扇駅北口 西区宝来1716 ○ 公

指扇駅南口 西区宝来1716 ○ 公

宮原駅東口 北区宮原町3-822 公

宮原駅西口 北区宮原町3-822 ○ 公

日進駅北口 北区日進町2-1125-21 ○ 公

日進駅南口 北区日進町2-1125-21 ○ 公

土呂駅東口 北区土呂町2丁目11-1の一部 ○ 公

大宮駅東口まちづくり事務所 大宮駅東口 大宮区大門町1-74 ○ 公

大門町 大宮区大門町3-22-26 ○ 公

新都心駅東口 大宮区吉敷町4-243-1 ○ 公

見沼区 東大宮駅東口 見沼区東大宮5-61 ○ 公

与野駅東口 浦和区上木崎1-1-1 公

与野駅西口 浦和区上木崎１丁目地内 ○ 公

北浦和駅西口 浦和区北浦和4-2-4 ○ 公

北浦和駅東口
浦和区北浦和3-3-1
北浦和インフォメーションセンター内

○ 公

浦和駅東口
浦和区東高砂町内
（市民広場）

○ 公

中央公園 浦和区仲町2-13-7 ○ 公

南浦和駅西口 南区南本町2-26-1 公

武蔵浦和駅西口
南区沼影1-10-1
ラムザタワー１F

○ 公

武蔵浦和駅東口 南区別所7-1535 ○ 公

東浦和駅前 緑区東浦和1-1-9 ○ 公

浦和美園駅西口
緑区下野田90-2の一部
緑区下野田90-2東側及び西側の官地

○ 公

岩槻駅西口 岩槻区本町1丁目1‐1 ○ 公

岩槻駅東口 岩槻区本町1丁目1‐1 ○ 公

東岩槻駅北口 岩槻区東岩槻1-12-1 ○ 公

東岩槻駅南口 岩槻区東岩槻4-2-1 ○ 公

緑　区

岩槻区

生活衛生課

生活衛生課

西　区

北　区

大宮区

浦和区

南　区
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【資料５－９】さいたま市保有車両一覧（庁舎管理課、管財課）（消防局除く） 令和４年４月１日現在

総
括
部

総
務
局

秘
書
・
広
報
部

市
長
公
室

情
報
・
避
難
部

都
市
戦
略
本
部

財
政
・
被
害
調
査
部

財
政
局

市
民
部

市
民
局

ス
ポ
ー

ツ
文
化
部

ス
ポ
ー

ツ
文
化
局

保
健
福
祉
部

保
健
福
祉
局

子
ど
も
未
来
部

子
ど
も
未
来
局

環
境
部

環
境
局

経
済
部

経
済
局

復
旧
計
画
部

都
市
局

施
設
復
旧
部

建
設
局

消
防
部

消
防
局

会
計
部

出
納
室

ショベルローダー

トラクター

除雪車

ショベルローダー

スキッドステアローダー

フォークリフト

ホイールローター

塵芥車

糞尿車

清掃車

道路作業車

塵芥車

糞尿車

車いす移動車

軽冷蔵冷凍車

公共応急作業車

図書館車

霊柩車

給水車

タンク車

はしご車

ポンプ車

化学車

火災調査車

救助工作車

屈折はしご車

高規格救急車

指揮車

指導車

支援車

資機材搬送車

人員輸送車

水難救助車

特殊災害対応車

起震車（防災広報車）

非常用タンク車

非常用ポンプ車

非常用救急車

消防団ポンプ車

1

1

5

1

73

19

62

153

138

2

24

3

4

19

8

6

0

消
防
車
両

0

2

11

1

22

9

16

13

1

3

1

1

3

1

4

3

1

1

1

2

65

11

9

2

20

15

1

7

12

2

1

10

86

3

5

2 16

5合　　　　計

構
内
車
両

原動機付自転車

普通乗用車

小型乗用車

軽乗用車

普通貨物車

3

36

12

9

特殊
車両

小型貨物車

特
種
車
両

　　　　　　　　所管

　　  車種

マイクロバス

軽貨物車

1

2

1

50

合計（構内車両・原付除く） 5 76 55 1 109 0 03 22 15 49

5 1

1 4

2

4 1

1

3

3

【

資
料
3
l
4

さ
い
た
ま
市
消
防
局
車
両
配
備
表

参
照

】

2

42

22

3

8

23

2

7

110

1
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１１】さいたま市保有車両一覧

水
道
部

水
道
局

教
育
部

教
育
委
員
会

協
力
第
一
部

議
会
局

協
力
第
二
部

選

挙

管

理

委

員
会

事

務

局

協
力
第
三
部

人

事

委

員

会

事

務

局

協
力
第
四
部

監
査
事
務
局

協
力
第
五
部

農

業

委

員

会

事

務

局

小

計

西
区
役
所

北
区
役
所

大
宮
区
役
所

見
沼
区
役
所

中
央
区
役
所

桜
区
役
所

浦
和
区
役
所

南
区
役
所

緑
区
役
所

岩
槻
区
役
所

小

計

合

計

0 0 0

23 0 1 1 2 25

194 6 6 9 7 4 3 4 6 5 6 56 250

101 1 1 2 3 3 2 4 1 0 0 17 118

27 0 27

76 3 4 5 1 2 3 3 4 2 4 31 107

137 3 2 1 2 3 3 4 1 5 9 33 170

ショベルローダー 2 0 2

トラクター 2 0 2

除雪車 1 0 1

ショベルローダー 6 0 6

スキッドステアローダー 1 0 1

フォークリフト 7 0 7

ホイールローター 0 0 0

塵芥車 3 0 3

糞尿車 1 0 1

清掃車 1 0 1

道路作業車 7 0 7

塵芥車 73 0 73

糞尿車 1 0 1

車いす移動車 1 0 1

軽冷蔵冷凍車 1 0 1

公共応急作業車 4 0 4

図書館車 1 0 1

霊柩車 2 0 2

給水車 10 0 10

タンク車 0 0 0

はしご車 0 0 0

ポンプ車 0 0 0

化学車 0 0 0

火災調査車 0 0 0

救助工作車 0 0 0

屈折はしご車 0 0 0

高規格救急車 0 0 0

指揮車 0 0 0

指導車 0 0 0

支援車 0 0 0

資機材搬送車 0 0 0

人員輸送車 0 0 0

水難救助車 0 0 0

特殊災害対応車 0 0 0

起震車（防災広報車） 0 0 0

非常用タンク車 0 0 0

非常用ポンプ車 0 0 0

非常用救急車 0 0 0

消防団ポンプ車 0 0 0

28 4 3 5 6 1 4 6 3 7 6 45 73

710 17 16 22 19 13 16 21 16 19 25 184 894

664 13 13 17 13 12 12 15 13 12 19 139 803

03

31

1

3

合　　　　計

2

15

10

原動機付自転車

小型貨物車

マイクロバス

普通乗用車

小型乗用車

普通貨物車

75

7

1

軽乗用車

1軽貨物車

1 0

1

2

28

13

2

3

29

15

　　　　　　　　所管

　　車種

1

特殊
車両

構
内
車
両

2

特
種
車
両

3

10

消
防
車
両

0

8

0

1

1

107

102合計（構内車両・原付除く） 67 3
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧

施設名 所在地 電話番号 診療科目

医療法人社団恵仁会与野
中央病院

さいたま市西区島根６５ 048-624-2211 精　神

指扇病院 さいたま市西区宝来１２９５－１ 048-623-1101 内　外　整　循内　皮　耳　泌
脳　リハ　眼　麻　肛外　放　消指扇療養病院 さいたま市西区宝来１３４８－１ 048-623-1102 内　皮　リハ

さいたま市民医療センター さいたま市西区島根２９９－１ 048-626-0011 内　外　小　脳　リハ　アレ　麻
放　整　脳内　循内　消内　呼内
血内　消外　腎内　泌　皮　耳
救　乳腺・内分泌外科　糖尿病・
内分泌内科　病理診断科　内科
（化学療法）　外科（化学療法）

さいたま新開橋クリニック さいたま市西区宮前町４０８－
１

048-795-4760 内　消内　消外　アレ　外　泌
肛外　眼湯澤医院 さいたま市西区西遊馬１２６０

－１
048-624-3974 耳　内　小　皮　精　心内

湯澤クリニック さいたま市西区宮前町７９４－
１

048-620-2150 内　小

山本内科医院 さいたま市西区指扇２１２８－４
６

048-623-1016 内　循　消

みはし医院 さいたま市西区三橋６－５３ 048-624-2545 小　内　皮　外　眼
須賀医院 さいたま市西区島根４８４－２ 048-623-7311 内　小
医療法人政芳会田中クリ
ニック

さいたま市西区宝来１５３８ 048-622-6885 内　循　小　リハ　消

橋本内科クリニック さいたま市西区中野林２６２－
２　１階

048-622-8321 内　胃　小

医療法人けやき医院 さいたま市西区中野林６４３－
２

048-620-1222 内　消　リウ

永田医院 さいたま市西区土屋５ 048-624-4026 内　小　外
坂本皮フ科 さいたま市西区宝来１７１０－１

伊藤ビル２Ｆ
048-624-7337 皮

おおみや診療所 さいたま市西区指扇１１００－２ 048-624-0238 内
春陽苑にこにこクリニック さいたま市西区飯田新田９１－

１
048-621-1125 内　腎内　皮　脳外　精　透内

大田医院 さいたま市西区三橋６－１７９１
－５

048-625-6175 皮　泌

わかばやし耳鼻咽喉科 さいたま市西区土屋５９４－１ 048-626-0187 耳
すずき内科消化器科 さいたま市西区三橋６－１０９１

－１
048-620-4303 内　消内　麻

わかやま内科 さいたま市西区中釘２３７２－１
７

048-624-5876 内　呼　循　胃　アレ　皮

医療法人聖橘堂澤田こど
もクリニック

さいたま市西区三橋６－１０４３ 048-620-3151 小　アレ

指扇駅前はやし眼科クリ
ニック

さいたま市西区宝来１７２２－３ 048-673-0020 眼

医療法人大宮はまだ眼科 さいたま市西区三橋６－６０７
－１

048-620-7777 眼

工藤クリニック さいたま市西区三橋６－１６０
－４

048-793-7363 整　リウ　リハ　皮

花の丘キッズクリニック さいたま市西区大字内野本郷
５７８－４

048-780-2075 小　アレ

二ツ宮内科クリニック さいたま市西区二ツ宮３－９ 048-621-0012 内　糖内　消内
医療法人社団愛友会西大
宮腎クリニック

さいたま市西区西大宮１－１８
－１

048-621-3811 透内

むらたクリニック さいたま市西区大字内野本郷
４４８－１

048-620-7888 整　リハ　内　糖内

医療法人社団泰仁会さい
たまファミリークリニック

さいたま市西区大字西遊馬１２
６７－６　ウィズ・カーサ１号室

048-776-9966 内

ながくらクリニック さいたま市西区指扇領別所３８
０－２　いしいビル２階Ｂ

048-729-5737 内

こみねクリニック さいたま市西区二ツ宮３９７－１ 048-782-4799 内　外　皮

湯澤整形外科リハビリクリ
ニック

さいたま市西区西遊馬１－１ 048-620-0055 整　リハ

【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表（保健総務課）

令和4年4月1日現在
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表

施設名 所在地 電話番号 診療科目

やすらぎ内科 さいたま市西区指扇１５７０－３
３

048-782-8814 内　漢内　心療

愛和病院附属西大宮小児
科クリニック

さいたま市西区西大宮１－１－
１１　１階

048-788-8811 小

西大宮整形外科くれクリ
ニック

さいたま市西区西大宮１－１０
－１８

048-783-5811 整　リウ　リハ　内

医療法人社団葵仁会　おく
クリニック

さいたま市西区大字佐知川２２
８－６

048-623-3387 耳　漢内　小

社会福祉法人埼玉福祉事
業協会　杉の子くりにっく

さいたま市西区塚本町１－１－
１

048-625-5100 内　皮　精

西さいたま泌尿器科 さいたま市西区大字指扇２３３
９－１

048-783-2520 泌

桜整形外科内科ペインクリ
ニック

さいたま市西区指扇領別所３６
６－８１　指扇マンション１階Ａ
号室

048-620-5811 整　ペインクリニック内科　内　リ
ハ　皮　麻　リウ　アレ

医療法人社団章恵会新井
歯科医院

さいたま市西区内野本郷１１３
３－１０

048-622-6871 歯

石浜歯科医院 さいたま市西区佐知川２５５－
４

048-622-6848 歯　矯歯

岡野歯科医院 さいたま市西区三橋６－１０９６
－４　木村ビル２Ｆ

048-625-3245 歯　小歯

くりはら歯科医院 さいたま市西区中野林４３１－
５

048-622-2604 歯　小歯　矯歯

渋谷歯科医院 さいたま市西区三橋６－４６５
－２

048-625-2560 歯

ショッピングセンター歯科 さいたま市西区三橋６－６０７
－１３　外

048-622-6610 歯

田中歯科医院 さいたま市西区プラザ１５－１ 048-623-2569 歯　小歯　矯歯　歯外
永田歯科医院 さいたま市西区土屋９ 048-622-3535 歯
沼野歯科医院 さいたま市西区指扇２１２８－４

５
048-623-1511 歯　小歯　矯歯

花の丘くろき歯科医院 さいたま市西区西新井３７３－
３

048-625-0567 歯　小歯　矯歯

原田歯科医院 さいたま市西区宝来１５９６－２
釼持ビル２Ｆ

048-622-3511 歯

福田歯科医院 さいたま市西区西大宮２－２０
－１１

048-625-6622 歯　小歯　矯歯

二ツ宮すだ歯科医院 さいたま市西区二ツ宮４４７－８ 048-625-1761 歯

矢部歯科医院 さいたま市西区宝来１５０６－７ 048-623-1130 歯

湯澤歯科 さいたま市西区西遊馬１２５４
－１３

048-622-8020 歯　小歯　矯歯

横山歯科医院 さいたま市西区宝来１３６７－４ 048-625-4182 歯　小歯

指扇駅前いしはま歯科クリ
ニック

さいたま市西区土屋５９４－１
鈴木第２ビル２階

048-625-7321 歯　小歯　矯歯

宮内歯科医院 さいたま市西区佐知川８６７－
１

048-622-4182 歯　小歯　矯歯　歯外

坂田歯科医院 さいたま市西区指扇１７５１ 048-622-3456 歯
古田歯科医院 さいたま市西区西大宮４－５７

－１９
048-622-1108 歯　小歯

高木歯科クリニック さいたま市西区高木２６６ 048-625-7581 歯　小歯　歯外

小川歯科指扇クリニック さいたま市西区指扇領別所３６
６－９２

048-624-8215 歯　小歯　矯歯

まえかわ歯科クリニック さいたま市西区佐知川１０５－
５

048-626-0606 歯　小歯　歯外

ひまわり歯科クリニック さいたま市西区指扇２６４５－１
嶋田ビル１階

048-782-8114 歯　小歯　矯歯　歯外

うえしま歯科西大宮デンタ
ルケア

さいたま市西区西大宮１－７－
７　マルエツ西大宮駅前店２F

048-622-5555 歯　小歯　矯歯　歯外

西大宮歯科クリニック さいたま市西区西大宮１－１－
１　白百合ビル１階１０２

048-871-6623 歯　小歯　矯歯　歯外
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表

施設名 所在地 電話番号 診療科目

ますなが歯科医院 さいたま市西区指扇３１７６ 048-622-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

Ｄｅｎｔａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ　Ｍａｔｓｕｚ さいたま市西区大字宝来１５１
５－８

048-626-0418 歯　小歯　矯歯　歯外

ぷらざのはいしゃさん さいたま市西区プラザ３９－３ 048-782-8540 歯　小歯　矯歯　歯外
西大宮ファミリー歯科 さいたま市西区指扇１７１２－４

プルミエＶ１Ｆ
048-620-0001 歯　小歯　矯歯　歯外

ハーミット歯科 さいたま市西区大字指扇３６２
０　ハーモニーＫ１階

048-779-8621 歯　小歯　矯歯　歯外

みつば歯科 さいたま市西区西大宮２－３１
－６

048-871-6006 歯　小歯　矯歯

加藤デンタルクリニック さいたま市西区大字指扇１０５
７－１

048-788-2770 歯　小歯　矯歯　歯外

独立行政法人地域医療機
能推進機構さいたま北部
医療センター

さいたま市北区宮原町１丁目８
５１番地

048-663-1671 内　循内　消内　呼内　腎内　糖
内　小　外　整　皮　泌　婦　眼
耳　放　歯外　リハ　麻

医療法人ヘブロン会大宮
中央総合病院

さいたま市北区東大成町１－２
２７

048-663-2501 内　外　小　婦　耳　整　眼　泌
皮　肛外　精　脳　放　麻　腎内
呼内　神内　循内　リハ　消内
心血　リウ

医療法人社団協友会彩の
国東大宮メディカルセン
ター

さいたま市北区土呂町１５２２ 048-665-6111 内　外　整　眼　リハ　形　脳　皮
泌　耳　歯外　放　麻　循内　消
外　消内　呼内　肛外　乳外
糖・代内　病理　リウ　脳神内
腎内　救　血内　緩内　婦　心血
外

増田外科医院 さいたま市北区宮原町４－３９
－５

048-651-1531 呼内　呼外　脳　外　皮　肛外
放　整　消外　泌　消内

木野産婦人科医院 さいたま市北区宮原町１－３３
１－１

048-651-2916 産　婦

シマヅ内科医院 さいたま市北区東大成町２－７
９－２

048-663-2944 内　消

鈴木医院 さいたま市北区宮原町２－２４
－１

048-664-5256 内　外　小

医療法人木根淵会木根淵
医院

さいたま市北区櫛引町２－３０
８

048-666-4775 皮

羽石耳鼻咽喉科 さいたま市北区宮原町１－４０
８

048-653-7500 耳　アレ

池部医院 さいたま市北区奈良町３７－１
１

048-663-3841 内　小

大久保医院 さいたま市北区本郷町５０ 048-663-7713 内　放
河野医院 さいたま市北区櫛引町２－９３

７－１０
048-663-6524 内　小

北浜会三好医院 さいたま市北区日進町２－１０
８３

048-663-1829 内　小　消

里村医院 さいたま市北区植竹町１－１５
７

048-663-2158 内　小　皮

細井クリニック さいたま市北区本郷町１５２ 048-663-7131 内　消　外　肛　小
箕田医院 さいたま市北区盆栽町２９０ 048-663-1208 内　小
有隣医院 さいたま市北区宮原町３－２２

９
048-664-5625 内　小　消　放

大宮クリニック さいたま市北区東大成町１－５
５５－１

048-664-4701 精　神内　心療　内

医療法人藤井内科医院 さいたま市北区宮原町４－１０
８－１

048-667-4500 内　消

小杉ファミリークリニック さいたま市北区今羽町２６ 048-652-2226 内　小　アレ　循内　消内
星野医院 さいたま市北区日進町２－１７

０７－１
048-663-3696 内　小　循内

医療法人社団光輝会大原
眼科

さいたま市北区日進町２－７５
３－２

048-652-0660 眼

松沢医院 さいたま市北区宮原町２－３６
－１

048-652-0002 外　胃　麻　内　皮　泌
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田中内科小児科医院 さいたま市北区土呂町１－２３
－４

048-663-3505 内　小

蓮見ペインクリニック医院 さいたま市北区土呂町１－４７
－１４　１Ｆ

048-662-0777 麻　内

松本医院 さいたま市北区奈良町１６２－
８

048-652-3587 内　小

ひが神経内科クリニック さいたま市北区土呂町１－２１
－７　鈴谷ビル１Ｆ

048-668-5861 神内　神　精　内

小野整形外科皮膚科 さいたま市北区吉野町１－３４
０－３

048-665-2900 整　皮　リハ　内　リウ

おおなりクリニック さいたま市北区東大成町１－５
４７－２

048-668-6177 整　内　皮

藤田こどもクリニック さいたま市北区宮原町１－７１
５－２

048-668-6216 小　内

医療法人社団法樹会松田
眼科クリニック

さいたま市北区土呂町１－１２
－２　イントロビル２Ｆ

048-660-3773 眼

柴田整形外科医院 さいたま市北区植竹町１－７６
５

048-663-4338 外　整　皮　リハ

金子クリニック さいたま市北区日進町２－７７
６－１

048-668-6433 耳

医療法人社団勧修会松田
内科クリニック

さいたま市北区土呂町１－１８
－１９　ソリストパレスⅡ１階

048-662-3330 内　消内　循内　皮　小

渡辺医院 さいたま市北区土呂町２－２３
－１４

048-653-8612 内　小　消

さいとう医院 さいたま市北区宮原町１－２１
３－１

048-662-0533 内　循内

冨安医院 さいたま市北区日進町３－７６
０－１

048-662-6100 内　リハ

小池内科クリニック さいたま市北区土呂町２－２３
－６

048-662-8600 内　胃内　小　アレ

しらかばクリニック さいたま市北区別所町５３－２ 048-668-1068 内　呼
耳鼻咽喉科かわた医院 さいたま市北区宮原町４－１２

３－５
048-664-3387 耳　アレ　小　内

田口産婦人科内科 さいたま市北区宮原町３－５２
９－２

048-661-7474 産婦　内

医療法人三徳会マンモエ
クサス菅又クリニック

さいたま市北区日進町３－４３
０－１

048-669-1155 外　内　胃内　皮

宮原眼科医院 さいたま市北区宮原町３－４０
０－１

048-665-0001 眼

さかはし医院 さいたま市北区吉野町２－１９
２－６

048-666-8811 内　循　外　皮

大島クリニック さいたま市北区本郷町５５８－
１

048-654-0053 内　消内　外

高橋クリニック さいたま市北区宮原町２－２２
－１２

048-662-2777 内　呼　循

医療法人社団日進会にっ
しん皮膚科・形成外科

さいたま市北区日進町２－９２
５－１　ＫＴＤビル２階

048-662-6789 皮　形

さいたまメンタルクリニック さいたま市北区宮原町３－５５
８　第５しま企画ビル２階C号室

048-651-4343 心療　精　神

宮原皮膚科 さいたま市北区宮原町３－５５
８　第５シマ企画ビル３階F号室

048-652-5201 皮

山口メディカルクリニック さいたま市北区宮原町３－５５
８　第５シマ企画ビル３階E号室

048-652-5006 内　循　呼

なかじま総合内科クリニッ
ク

さいたま市北区東大成町２－３
２２－２

048-668-2030 内　循内　糖内　アレ

おかもと耳鼻咽喉科 さいたま市北区日進町２－９２
５－１　KTDビル３階

048-654-7557 耳

みやざき皮フ科 さいたま市北区土呂町１－２５
－５

048-666-0863 皮
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宮原キッズクリニック さいたま市北区宮原町１－１３
－５

048-653-9888 小　アレ

本郷整形外科皮膚科 さいたま市北区本郷町１０９６ 048-652-6415 リウ　アレ　リハ　内　整　皮　形
内秘

あらい医院 さいたま市北区日進町２－１６
４３－２

048-662-7317 泌　内

けやきの森クリニック さいたま市北区吉野町１－４２
３－６－３０５

048-654-8001 内

大宮すずのきクリニック さいたま市北区東大成町２－２
５１

048-661-7885 心療　神　神内　精

土呂クリニック さいたま市北区土呂町２丁目５
４番地７

048-667-6885 内

日進クリニック さいたま市北区日進町２－７７
２

048-661-9629 内　アレ　胃

くぼうち内科クリニック さいたま市北区土呂町１－２６
－３

048-793-7768 内　循内

ステラロサクリニック さいたま市北区宮原町１－１３
２－１　ステラロサビル２階

048-654-4604 皮　形　美　アレ

宮原メンタルクリニック さいたま市北区宮原町３－３７
３－２　ファーレマツザワヤ２階

048-661-9199 心療　精

みうらクリニック さいたま市北区日進町２－９８
９－１０

048-662-0077 内　糖内　アレ　小　リウ　代謝
内　　分泌内　脂代謝内

医療法人社団康佑会日進
整形外科内科

さいたま市北区日進町２－９２
５－１　ＫＴＤビル１階

048-668-7231 整　内　リハ

医療法人社団忠聖会　た
だおクリニック

さいたま市北区奈良町１２４－
１

048-669-3402 内　消内　外

医療法人はすみ耳鼻咽喉
科

さいたま市北区本郷町１４３－
２

048-856-9065 耳

コーネス内科クリニック さいたま市北区日進町２－１１
２５－５２　シーモ日進１階

048-871-5227 内　糖内　泌内

かわかみクリニック さいたま市北区宮原町４－１５
－１０

048-664-5725 内　消内　小

さいたま脳外科クリニック さいたま市北区宮原町１－３６
５－１

048-871-5170 脳　内

医療法人博友会友愛日進
クリニック

さいたま市北区日進町２－１９
１４－６

048-663-8020 内　透内

なのはな眼科 さいたま市北区宮原町３－５５
８　第５シマ企画ビル３階Ｄ号室

048-662-1100 眼

石塚内科クリニック さいたま市北区吉野町１－３７
７－４

048-661-0888 内　糖尿病・内分泌内科

七夕通りクリニック さいたま市北区日進町２－８５
３－２

048-669-8877 皮　内

医療法人心　むらのひがし
クリニック

さいたま市北区大成町４－３１
８－３

048-788-1781 内　糖内　眼

いしかわキッズクリニック さいたま市北区奈良町１１３－
７

048-652-8888 小

わかたび皮ふ科 さいたま市北区吉野町１－３８
８－１４

048-782-9872 皮　小皮　アレ皮

本郷脳神経外科 さいたま市北区本郷町１１００
－２

048-652-8811 脳　耳

つつじヶ丘公園西クリニッ
ク

さいたま市北区吉野町２－１８
９－９

048-778-8057 内　消内　肛外　皮　美皮　アレ

なかむら耳鼻咽喉科クリ
ニック

さいたま市北区土呂町２－１２
－２０　コスモスクエア３階

048-663-3387 耳　アレ　小

かものみやピッコロクリ
ニック

さいたま市北区宮原町１－４３
５

048-783-3704 小　アレ

宮原腎クリニック さいたま市北区宮原町２－１０
６　１階

048-662-7500 内　透内
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みやはら耳鼻咽喉科 さいたま市北区日進町３－５３
４－１

048-653-8733 耳　アレ　頭頸外

土呂メンタルクリニック さいたま市北区土呂町１－３３
－６

048-782-5810 精　心療

かずハートクリニック さいたま市北区日進町２－１０
８２－３　スワンビル２０１

048-653-7755 循内　外

おまた内科医院 さいたま市北区宮原町１－４３
５

048-667-1241 内　消内

夢眠クリニック大宮北 さいたま市北区奈良町３２－６ 048-662-8100 内　消内
本郷眼科 さいたま市北区本郷町１１００

－２
048-871-7817 眼

大宮ほほえみクリニック さいたま市北区土呂町１－６－
１　大宮サッカービル２階

048-778-9005 内

とろ駅前クリニック さいたま市北区土呂町１－２０
－２　エーデルワイス１Ｆ

048-660-0800 整　リハ　内　皮

しもかわ眼科クリニック さいたま市北区宮原町１－４３
５

048-778-7703 眼

とやま内科皮フ科 さいたま市北区日進町２－１７
５０－３

048-661-3337 内　循内　皮

ステラ胃・大腸内視鏡クリ
ニック

さいたま市北区宮原町１－８５
３－８　ウェルネスキューブ大
宮１階

048-652-7171 内　消内　内視内

佐藤整形外科内科 さいたま市北区宮原町２－１８
－１５　リラ第一ビル１階

048-665-9988 整　内　リハ

あさい眼科 さいたま市北区宮原町１－８５
４－１　ステラタウン３F

048-729-4050 眼

さいたま北クリニック さいたま市北区宮原町２－１０
３－３０

048-662-9615 内　精　心内

かものみや整形外科 さいたま市北区宮原町１－４３
３－１

048-662-9980 整　リハ　皮　リウ

たけのここどもクリニック さいたま市北区宮原町３－１７
３－７

048-668-7766 小　アレ

安部歯科医院 さいたま市北区日進町１－３１
６－１

048-664-6644 歯

伊藤歯科医院 さいたま市北区宮原町２－１－
４

048-664-5456 歯

医療法人社団友和会掛川
ビル歯科

さいたま市北区吉野町１－２４
－１　掛川ビル階

048-651-2131 歯　小歯　矯歯

大木歯科医院 さいたま市北区日進町２－４０
９－２

048-663-0221 歯

大宮歯科休日急患診療所 さいたま市北区東大成町２－１
０７

048-652-7225 歯

医療法人社団岡本歯科医
院

さいたま市北区宮原町４－１２
－３

048-664-5112 歯　小歯　矯歯　歯外

加藤歯科医院 さいたま市北区宮原町２－３９
－８

048-665-4426 歯　小歯　矯歯

加納歯科医院 さいたま市北区宮原町４－１１
７－９

048-652-0266 歯　小歯　矯歯

医療法人河村歯科医院 さいたま市北区東大成町２－６
０－７

048-666-4350 歯

共立歯科医院 さいたま市北区宮原町３－３６
０－１　神田ビル１階

048-651-8518 歯

櫛引歯科医院 さいたま市北区櫛引町２－１８
３－２

048-666-7161 歯　小歯　矯歯

医療法人黒澤歯科医院 さいたま市北区土呂町２－９－
２

048-651-4575 歯

黒須歯科医院 さいたま市北区東大成町２－２
５７

048-663-1920 歯

こいけ歯科医院 さいたま市北区宮原町３－３３
７　山崎ビル１F

048-665-0840 歯
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渋谷歯科医院 さいたま市北区宮原町２－２２
－１０

048-663-1902 歯

杉山歯科医院 さいたま市北区奈良町１５３－
４６

048-664-6245 歯

関口デンタルオフィス さいたま市北区宮原町４－１３
４－２４

048-652-1182 歯　小歯　矯歯　歯外

武田歯科医院 さいたま市北区土呂町２－１６
－９

048-663-7724 歯　矯歯

デンダ歯科クリニック さいたま市北区日進町１－７８
３－４

048-652-6480 歯　小歯　矯歯

中山歯科医院 さいたま市北区日進町１－５０
５－１

048-654-7341 歯　小歯

なら歯科医院 さいたま市北区奈良町４５－１ 048-667-5582 歯
浜野歯科医院 さいたま市北区盆栽町２４６ 048-663-2649 歯　小歯　矯歯
ホワイト歯科クリニック さいたま市北区宮原町３－１３

３
048-664-6642 歯

牧野歯科医院 さいたま市北区東大成町１－４
５５－５

048-667-0300 歯

三原歯科医院 さいたま市北区吉野町２－９３ 048-651-4180 歯
むらかみ歯科クリニック さいたま市北区土呂町１－１１

－７
048-663-8880 歯

山岡歯科 さいたま市北区宮原町３－５７
２－１　２Ｆ

048-652-7337 歯

山田デンタルクリニック さいたま市北区吉野町１－４１
７－４

048-666-8276 歯　小歯

吉沢歯科医院 さいたま市北区日進町２－８１
１－２

048-651-0684 歯

田中歯科医院 さいたま市北区本郷町３８ 048-663-7535 歯
たておか歯科医院 さいたま市北区宮原町２－６８

－６
048-653-8181 歯　小歯

雙葉デンタルクリニック さいたま市北区日進町３－４３
１－７

048-663-3292 歯

医療法人社団ＴＮＥＸＴや
すだ歯科クリニック

さいたま市北区土呂町１－５０
－７

048-668-6480 歯　小歯　矯歯

かものみや歯科 さいたま市北区宮原町１－３３
０

048-653-3562 歯

土呂駅前歯科医院 さいたま市北区土呂町１－１８
－１６

048-662-0855 歯　小歯　矯歯

原田歯科医院 さいたま市北区櫛引町２－４４
７

048-664-7543 歯　小歯

おかむら歯科医院 さいたま市北区櫛引町２－１２
０－７　１０１号室

048-669-3800 歯　小歯　歯外　矯歯

やまざき歯科医院 さいたま市北区日進町３－７３
２－１

048-652-8299 歯　小歯　歯外　矯歯

かとう歯科クリニック さいたま市北区土呂町３７８ 048-653-8816 歯　小歯
なかざわ歯科クリニック さいたま市北区東大成町１－５

１２－５　マルフクビル１０２号室
048-652-6418 歯　小歯　矯歯

ながえだ歯科医院 さいたま市北区本郷町７３５
ヴェルドミール小峰

048-662-8864 歯　小歯

いわもと歯科クリニック さいたま市北区宮原町３－８２
４－１　宮原駅ビル２階

048-666-6480 歯

ひのき歯科 さいたま市北区日進町２－１１
０８－３　ルヴェール日進Ⅱ1階

048-651-8855 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団Ａ．ＴＥＫこう
づ歯科クリニック

さいたま市北区日進町２－９２
５－１　KTDビル２階

048-653-6667 歯　小歯　矯歯　歯外

しまむら歯科医院 さいたま市北区宮原町３－５１
５－１　嶋村ビル１階

048-653-5200 歯　小歯　矯歯

ヒサミデンタルクリニック さいたま市北区宮原町３－５５
８

048-661-1071 歯　小歯

歯科ながしまクリニック さいたま市北区宮原町１－１６
９－１　ＡＬＬＥＥ　ＶＥＲＴＥ　１階

048-652-4182 歯　小歯　歯外
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スマイル歯科クリニック さいたま市北区日進町２－１０
５９－１

048-661-8046 歯

医療法人社団愛聖会オレ
ンジ歯科医院

さいたま市北区宮原町１－１－
１　ステラタウン１F１３５C号室

048-661-3005 歯　小歯　矯歯　歯外

あさひデンタルクリニック さいたま市北区東大成町２－２
７５　第２あさひビル１Ｆ

048-662-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団秀雄会アイ
歯科クリニック

さいたま市北区櫛引町２－５７
４－１　大宮サティ２階

048-661-7018 歯　小歯　矯歯　歯外

ヤスダ歯科 さいたま市北区日進町１－４０
９

048-654-1839 歯　小歯　矯歯　歯外

伊藤歯科クリニック さいたま市北区日進町２－１６
０９－１

048-663-1133 歯　小歯　矯歯　歯外

イーエックスデンタルクリ
ニック

さいたま市北区宮原町１－１３
２－１　ステラロサビル１０１

048-651-8469 歯　小歯　矯歯　歯外

ママ歯科 さいたま市北区宮原町１－５８
７－１

048-654-5550 歯　小歯　矯歯

アモール歯科・矯正歯科 さいたま市北区日進町２－１９
１６－８

048-780-2576 歯　小歯　矯歯　歯外

みずき歯科クリニック さいたま市北区宮原町３－３１
９　１階

048-665-1180 歯　小歯　矯歯　歯外

はすみデンタルクリニック さいたま市北区本郷町１４３－
２

048-856-9418 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団彩明会大宮
デンタルクリニック

さいたま市北区植竹町１－７５
５－２　ＴＫビル１階

048-664-1182 歯　小歯　歯外

いいじま歯科医院 さいたま市北区大成町４－５８
０－２

048-871-8415 歯

土呂駅あつ美歯科クリニッ
ク

さいたま市北区土呂町２－１２
－２　マロニエスクエア２F

048-667-0007 歯　小歯　矯歯　歯外

大成ファミリー歯科 さいたま市北区大成町４－３８
９－２

048-669-6666 歯　小歯　歯外

タハラデンタルクリニック さいたま市北区大成町４－９５
－５

048-669-4188 歯　小歯

宮原歯科 さいたま市北区宮原町３－５２
７－１　２Ｆ

048-652-2641 歯

イクティス歯科クリニック さいたま市北区土呂町２－１７
－１

048-871-8714 歯　小歯　矯歯　歯外

本郷歯科クリニック さいたま市北区本郷町１１００
イマイビル２Ａ

048-788-3852 歯　小歯　矯歯　歯外

河村歯科分院 さいたま市北区東大成町１－５
８４　アイマウスビル１F

048-666-1116 歯　小歯　矯歯　歯外

宮原歯科クリニック さいたま市北区宮原町１－４６
２－３　かぢやビル１０１

048-871-5115 歯

歯科のむら さいたま市北区大成町４－３１
８－３　３Ｆ

048-782-8011 歯　小歯　矯歯　歯外

おおなり歯科クリニック さいたま市北区東大成町２－２
６１－１

048-783-3351 歯　小歯　矯歯　歯外

グリーン歯科日進 さいたま市北区日進町２－１７
３５－１　１階

048-661-3366 歯　小歯　矯歯

さいたま市北区クオーレ歯
科・矯正歯科クリニック

さいたま市北区宮原町１－４３
５

048-660-1818 歯　小歯　矯歯　歯外

盆栽町歯いしゃ さいたま市北区盆栽町４７７
デュークスガーデン１階Ａ号

048-651-2504 歯　小歯　矯歯　歯外

テツ歯科クリニック さいたま市北区日進町２－１６
６７－１

048-627-5151 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人宇治病院 さいたま市大宮区宮町２－９０ 048-641-8531 内　外　整　肛外　消外　消内
循内　精

医療法人社団双愛会大宮
双愛病院

さいたま市大宮区堀の内町２
－１６０

048-643-1200 内　外　小　胃内　放　整　肛外
循内　泌　皮　形

医療法人明浩会西大宮病
院

さいたま市大宮区三橋１－１１
７３

048-644-0511 内　外　循　皮　脳　消　整　リハ
放　麻　形　泌　リウ　アレ　眼
美

至誠堂冨田病院 さいたま市大宮区堀の内町２
－５６４

048-686-2251 内　精　小　心療
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自治医科大学附属さいた
ま医療センター

さいたま市大宮区天沼町１－８
４７

048-647-2111 内　循内　外　泌　心血　脳　リ
ハ　歯外　眼　整　放　麻　皮
小　産婦　病診断　精　救　形
耳

秋山レディースクリニック さいたま市大宮区大成町３－５
４２

048-663-0005 産婦

医療法人かしわ会かしわ
ざき産婦人科

さいたま市大宮区上小町６０４
－４

048-641-8077 産　婦人科（不妊治療）　内

医療法人大宮林医院 さいたま市大宮区大成町１－３
３５－１

048-663-0062 産婦

医療法人蓮見医院 さいたま市大宮区大門町３－１
０８－８

048-641-0365 外　整　内　胃　肛　皮泌　リハ
放

大宮内科クリニック さいたま市大宮区桜木町４－２
４１－１　ARAIビル２F

048-650-2521 呼　内

あきやま胃腸科肛門科クリ
ニック

さいたま市大宮区大成町３－５
４２

048-661-6110 胃　肛　外

新都心肛門クリニック さいたま市大宮区北袋町２－４
０１－１

048-793-5504 肛外　消内

有馬内科 さいたま市大宮区三橋１－１５
０４－２

048-650-8018 内　胃内　肝内

飯島医院 さいたま市大宮区吉敷町３－２
８

048-641-7205 内　小　循

井上胃腸内科・外科医院 さいたま市大宮区三橋２－９１
９

048-643-5315 胃内　外

岩根医院 さいたま市大宮区櫛引町１－８
３４

048-663-5981 内　糖内　泌内　小

豊田クリニック さいたま市大宮区寿能町２－８ 048-642-0088 皮　泌　内
本橋医院 さいたま市大宮区高鼻町３－５

－１
048-641-0903 内　小

水谷耳鼻咽喉科クリニック さいたま市大宮区堀の内町１
－２１０

048-645-3387 耳　小

穂坂医院 さいたま市大宮区天沼町１－６
３

048-641-2595 内　小　産婦

大原医院 さいたま市大宮区桜木町２－３
－６９

048-641-0470 産婦　内　神内

医療法人慈健会須田胃腸
科外科医院

さいたま市大宮区桜木町２－３
４８

048-664-0147 胃内　肛外　外　内　循内

医療法人博友会友愛クリ
ニック

さいたま市大宮区桜木町１－２
６２

048-644-6071 内　泌　麻　外　透内　循内　腎
内

新藤医院 さいたま市大宮区三橋４－８９
０－１

048-624-6233 内　消内

河野外科胃腸科 さいたま市大宮区三橋１－８９
１－２

048-665-2111 外　胃　肛　内

のなか内科 さいたま市大宮区下町３－７－
１Ｓ

048-641-8777 内　消内　乳外　内視

内村医院 さいたま市大宮区上小町８４１ 048-641-3383 耳
加藤医院 さいたま市大宮区櫛引町１－５

１５
048-663-6226 内　小

佐藤内科外科医院 さいたま市大宮区天沼町１－１
４７

048-641-5257 内　外

医療法人小児科金子医院 さいたま市大宮区上小町３３８ 048-642-6820 小
武井医院 さいたま市大宮区堀の内町３

－１６１－３
048-641-5614 内　小　胃

寺師医院 さいたま市大宮区寿能町２－７
２

048-641-6059 内　小　アレ　呼　消　リウ

小児科　中村医院 さいたま市大宮区宮町３－１３
５

048-780-2771 小

西原小児科医院 さいたま市大宮区仲町２－５２ 048-641-0159 内　小
にひら医院 さいたま市大宮区仲町２－６１ 048-641-1746 内　神　脳
野崎医院 さいたま市大宮区天沼町１－３

３３
048-642-6010 耳　眼
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林眼科医院 さいたま市大宮区桜木町２－１
５３

048-641-3378 眼

医療法人社団医凰会大宮
皮膚科クリニック

さいたま市大宮区大門町１－１
８　キムラヤビル５F

048-644-6616 皮　アレ

大野眼科医院 さいたま市大宮区仲町３－１０
－５

048-641-1151 眼

医療法人社団今川皮膚科 さいたま市大宮区仲町２－１７
小島ビル３Ｆ

048-644-8668 皮

小島医院 さいたま市大宮区大成町１－１
０９

048-664-2587 内　小　呼内

医療法人大宮シティクリ
ニック

さいたま市大宮区桜木町１－７
－５　ソニックシティビル３０階

0570-039-489 内　消内

サンルイ皮ふ科 さいたま市大宮区桜木町２－１
５４　川村ビル４Ｆ

048-644-0527 皮

医療法人社団養明堂眼科
医院

さいたま市大宮区宮町２－９ 048-644-0247 眼

耳鼻咽喉科市川医院 さいたま市大宮区仲町１－８９ 048-641-0464 耳

大宮西口皮フ科 さいたま市大宮区桜木町２－４
－１０　アイダビル大宮桜木第

048-642-3568 皮　形

石田眼科医院 さいたま市大宮区吉敷町１－８
８

048-641-0262 眼

須藤整形外科 さいたま市大宮区仲町２－１８
湯沢ビル２階

048-641-0486 整　リハ

医療法人ミツイ眼科医院 さいたま市大宮区仲町２－７５
大宮フコク生命ビル２Ｆ

048-644-0031 眼

医療法人福井会桜木皮膚
科

さいたま市大宮区桜木町２－７
－９　鍋島ビル２Ｆ

048-643-2850 皮

関口医院 さいたま市大宮区天沼町２－９
４１－１

048-641-2487 内　小　麻

医療法人社団石川記念会
大宮西口クリニック

さいたま市大宮区桜木町２－３
３５　イニシアコート大宮East２
階

048-648-6823 透内

にこにこ小児科医院 さいたま市大宮区天沼町１－４
２６－１

048-645-1150 小　アレ

医療法人智誠会大成耳鼻
咽喉科医院

さいたま市大宮区三橋１－１３
３９　グランソレイユ大宮１Ｆ

048-648-7233 耳

清水内科医院 さいたま市大宮区三橋２－３３
５

048-644-3300 内　小　循

医療法人社団Ｓｈｉｎ　谷口
整形外科リハビリクリニッ
ク

さいたま市大宮区上小町６４９ 048-649-0789 整　リハ

医療法人新光会宮町眼科
医院

さいたま市大宮区宮町２－２８
あじせんビル５階

048-649-1231 眼

医療法人圭敏会大宮眼科
医院

さいたま市大宮区三橋１－７７
６　大宮ＭＤビル１階

048-668-6777 眼

松崎クリニック さいたま市大宮区北袋町２－４
００－２

048-649-1188 内　小　アレ　リウ　整

医療法人社団智心会　渡
辺メンタルクリニック

さいたま市大宮区高鼻町１－３
１－１　TOPS大宮６F

048-647-2372 精　心療

大野クリニック さいたま市大宮区仲町２－２４ 048-641-0533 精　心療
大宮スキンクリニック さいたま市大宮区宮町１－３６

見留ビル３F
048-646-0233 皮　形　美　泌

医療法人社団松本彦三郎
会松本内科

さいたま市大宮区堀の内町１
－３３０　ハートフル大宮ビル３
F

048-649-3533 内　循内　糖内

大宮エヴァグリーンクリ
ニック

さいたま市大宮区下町２－１６
－１　アクロスビル３階

048-647-3203 内　消　外　肛　泌

みたにクリニック さいたま市大宮区土手町２－１
－３　カオルビル１Ｆ

048-648-6551 内　神内　循　心療　小

せきクリニック さいたま市大宮区大成町３－２
６０

048-667-7300 内　小
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蓮見クリニック さいたま市大宮区宮町２－５０ 048-647-3627 内　整　リハ
医療法人社団恵美会愛和
クリニック

さいたま市大宮区宮町１－４０
ニコニコ堂本店ビル７階

048-646-2288 外　形　美　皮　泌　性　麻

ひがメンタルクリニック さいたま市大宮区高鼻町１－３
０５

048-641-2133 精　神　心療

心と体のクリニック さいたま市大宮区大門町２－１
０８　永峰ビル４Ｆ

048-657-2100 心療　内　精　神

医療法人みよしクリニック さいたま市大宮区大成町３－２
４８－１

048-653-7000 胃　外

森整形外科 さいたま市大宮区大成町３－２
４８－１　２Ｆ

048-653-6600 整　リウ　リハ

医療法人中山クリニック さいたま市大宮区上小町６２５
－４

048-657-3500 循内　糖内　内　アレ

たがみ耳鼻咽喉科 さいたま市大宮区東町２－１７
２

048-641-2710 耳　気

共立美容外科大宮院 さいたま市大宮区仲町２－２３
－２　大宮仲町センタービル３
階

048-658-5101 形　美　泌　麻

あづま皮膚科 さいたま市大宮区東町２－２０
７　プランドールＯＭＩＹＡ１Ｆ

048-640-4100 皮

すごうウィメンズクリニック さいたま市大宮区下町２－１８
TS-３　BLDG.7F

048-650-0098 婦

おおの産婦人科・内科 さいたま市大宮区東町２－５２ 048-641-3797 産婦　内
医療法人博友会友愛三橋
クリニック

さいたま市大宮区三橋４－１３
－２

048-625-6115 内

田原整形外科医院 さいたま市大宮区東町１－２２
３－４

048-641-0633 整　リハ

かねだクリニック さいたま市大宮区三橋２－４８
４－２

048-625-7886 内　外　整　肛　皮

医療法人社団青水会　脱
毛の窓口　東京クリニック
大宮院

さいたま市大宮区桜木町１－１
－２７　小暮ビル３階

048-647-0668 眼　頭部皮　皮　美皮

医療法人社団彩虹会あさ
ひクリニック

さいたま市大宮区宮町１－６０
大宮ラクーン４階４０４区画

048-645-0051 眼

大宮中央クリニック さいたま市大宮区宮町１－５
大宮銀座ビル４階

048-657-0512 美　形　皮　泌

道クリニック さいたま市大宮区宮町１－１５
大宮松屋ビル２F

048-646-4307 産婦　内

大宮レディスクリニック さいたま市大宮区桜木町１－７
－５　ソニックシティビル１４階

048-648-1657 婦　泌

長谷川内科・循環器科医
院

さいたま市大宮区下町２－６７ 048-643-2305 内　循

医療法人社団孝寿会メ
ディカルライフ大宮クリニッ
ク

さいたま市大宮区上小町１１５
１－１

048-650-8082 内

泌尿器科ふくだクリニック さいたま市大宮区仲町２－１８ 048-640-1711 泌
大宮ヒルズクリニック さいたま市大宮区桜木町４－２

０３　イチロクビル１階
048-673-0000 整　内　リウ　リハ　皮　小

大宮西口メンタルクリニッ
ク

さいたま市大宮区桜木町２－２
－１３　第２ユニオンビルディン
グ４階

048-631-1060 心療　精

大宮吉沢クリニック さいたま市大宮区堀の内町１
－１１７－４　１・２・３階

048-645-2371 内

みやた内科クリニック さいたま市大宮区三橋２－８７
４－１

048-640-7666 内　胃内　リウ

品川美容外科大宮院 さいたま市大宮区桜木町２－１
－１　アルシェ８階

048-647-7656 美　美皮

上小町整形外科リハビリ
テーション科

さいたま市大宮区上小町１３０
０－２４

048-657-9911 内　整　リハ
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新都心小林クリニック さいたま市大宮区吉敷町４－２
６２－８　プリムローズセキグチ
２Ｆ

048-645-5884 内　外　消内　肛外

医療法人社団哺育会アル
シェクリニック

さいたま市大宮区桜木町２－１
－１

048-640-1035 内　外

大宮セントラルクリニック さいたま市大宮区桜木町１－９
－１８　田中ビル３階

048-649-0118 外　血外　肛外　皮

桜木中央クリニック さいたま市大宮区桜木町２－１
９２　岡田ビル５F

048-631-3870 皮　形

医療法人社団啓優会新都
心レディースクリニック

さいたま市大宮区吉敷町４－２
６１－１　キャピタルビル３階

048-600-1722 内　外　放

みはし小児クリニック さいたま市大宮区三橋１－１８
９

048-669-0072 小

あいあいクリニック さいたま市大宮区桜木町２－４
－１４　３F

048-650-5005 内　放

医療法人健真会城本クリ
ニック大宮院

さいたま市大宮区仲町２－２６ 048-640-4666 皮　形　美

大宮西口桜木町眼科診療
所

さいたま市大宮区桜木町１－８
－４

048-644-8730 眼

学校法人呉竹学園呉竹メ
ディカルクリニック

さいたま市大宮区桜木町１－１
８５－１

048-658-0100 内　整　リハ　皮　婦　美皮　漢
内　消内　脳

医療法人社団じあい会メ
ディカルスキャニング大宮

さいたま市大宮区大門町１－６
１－３　大宮大門一丁目第２別
館１階

048-658-6632 放　内

さいたまセントラルクリニッ
ク

さいたま市大宮区天沼町２－７
５９

048-658-3741 内　脳　放

すずひろクリニック さいたま市大宮区天沼町２－７
５９

048-779-8575 内　リウ　アレ　皮

大宮むさしのクリニック さいたま市大宮区桜木町２－１
９４　ＹＳビル２階

048-779-8005 心療　精

ひかりクリニック さいたま市大宮区大成町３－３
３９－２　光ビル１階・２階

048-779-8191 内　皮　精　神内　循内　消内
外　肛外

医療法人社団双愛会双愛
クリニック

さいたま市大宮区堀の内町２
－１７３

048-642-4130 内　外　小

宮原眼科大宮クリニック さいたま市大宮区桜木町２－１
－１　アルシェビル６階

048-641-6000 眼

医療法人社団七福会ホ
リィマームクリニックさいた
ま

さいたま市大宮区桜木町１－１
－１２　NYビル７階

048-648-1121 内　外　リハ

浜松町第一クリニック大宮
院

さいたま市大宮区桜木町１－３
－３　スワンビル２Ｆ

048-657-3071 男性泌尿器科　男性皮膚科

山内クリニック さいたま市大宮区桜木町１－９
－４　エクセレント大宮ビル１F

048-640-3000 内

大宮桜木町クリニック さいたま市大宮区桜木町２－３
２４－１　松本ビル３階

048-871-9951 内　精　心内

大宮さくらクリニック さいたま市大宮区桜木町２－８
－４　山下ビル３階

048-856-9278 心療　精

肌クリニック大宮 さいたま市大宮区桜木町１－２
１９－３　アクロスキューブ大宮
５階

048-640-1012 皮　美皮　アレ

医療法人社団美翔会　聖
心美容クリニック大宮院

さいたま市大宮区桜木町４－２
５２　ユニオンビルディング７階

048-614-1539 美　形　美皮　皮

品川スキンクリニック大宮
院

さいたま市大宮区桜木町２－１
－１　アルシェ８階

048-729-6951 美　美皮

医療法人社団新宿レ
ディースクリニック会　さい
たまレディースクリニック

さいたま市大宮区仲町１－５４
－３　ビジョナリーⅢ６階

048-644-1971 産婦

コンパスクリニック大宮 さいたま市大宮区桜木町４－１
９３－２

048-783-2713 歯　内
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あおばクリニック大宮院 さいたま市大宮区桜木町１－１
－１０　ＯＺ　ＳＡＫＵＲＡ　４Ｆ/５
Ｆ

048-783-2640 眼　美皮

大宮ファミリークリニック さいたま市大宮区浅間町１－１
８８　１Ｆ

048-648-5578 内　小

さいき眼科 さいたま市大宮区堀の内町１
－３３０　ハートフル大宮ビル２
階２０２号室

048-783-5815 眼

大宮マリアクリニック さいたま市大宮区宮町１－６７
大宮あづまビル４階

048-657-6700 皮　形　美皮

医療法人社団上伸会東京
上野クリニック大宮医院

さいたま市大宮区宮町２－１１
ハシモトビル７階

048-642-1000 泌　形　皮　美

大宮こころの診療所 さいたま市大宮区桜木町１－１
９３－１　大宮YOKOビル５F

048-641-0222 精　心療

大宮駅前ひるまこころクリ
ニック

さいたま市大宮区桜木町１－１
９７　蓜島ビル４階・５階

048-788-3757 心内　精

高田コンタクトクリニック さいたま市大宮区桜木町１－７
－５　ソニックシティビル４Ｆ

048-647-4110 眼

医療法人大宮はまだ眼科
西口分院

さいたま市大宮区桜木町１－１
６９－１

048-788-1204 眼　小眼

田中内科大宮糖尿病クリ
ニック

さいたま市大宮区大門町２－９
４　福呂屋ビル５階

048-643-3333 内　糖・内泌・代謝内

医療法人社団映仁会コ
クーンシティ眼科

さいたま市大宮区吉敷町４－２
６７－２　コクーンシティ　コクー
ン１・1Ｆ

048-601-1030 眼

ふせき心療クリニック さいたま市大宮区吉敷町４－２
６２－１０　松井ビル５階

048-650-1117 心内　精　児精

新都心むさしのクリニック さいたま市大宮区北袋町２－３
８９－１

048-783-3183 乳外　脳外　婦　泌

医療法人社団済安堂　大
宮・井上眼科クリニック

さいたま市大宮区桜木町１－８
－１　ベルヴュオフィス大宮３階

048-871-9711 眼　小眼　神眼

アリシアクリニック大宮院 さいたま市大宮区大門町２－１
－１　エキニア大宮３階

048-640-3555 美皮　形

大宮静脈瘤クリニック さいたま市大宮区桜木町２－２
－１８　一番ビルⅡ２階

048-658-6008 血外

すずきファミリークリニック さいたま市大宮区桜木町４－９
６８

048-788-3476 内　消内　外　小外

医療法人社団　健香会
おおみや形成・整形クリ
ニック

さいたま市大宮区堀の内町１
－３３０－１０１

048-642-5855 形　整　リハ　皮膚　美皮　美外
泌

すなおクリニック さいたま市大宮区大門町２－９
４　福呂屋ビル４階

048-783-5607 精　心内　内

美容皮膚科メンズリゼクリ
ニック大宮

さいたま市大宮区桜木町４－２
０９　第３バーディートライビル５
階

048-657-6661 美皮

さいたま整形外科クリニッ
ク

さいたま市大宮区仲町１－３５
大塚ビル３階

048-871-6668 整　リハ

よしおか医院 さいたま市大宮区櫛引町１－２
６２－１　１０１号室

048-783-3788 内　循内

湘南美容クリニック大宮東
口院

さいたま市大宮区大門町２－２
２－１　ＴＡｉＧＡビル３階

050-5865-5020 美外　美皮

ハレこころのクリニック大
宮

さいたま市大宮区大門町１－１
８－２　ライズＢＬＤ３階

048-856-9823 精　心内　思春精

医療法人社団活寿会大宮
ひざ関節症クリニック

さいたま市大宮区桜木町４－２
０９　グランディ桜木ビル４階

03-6705-8995 整　皮　形

ＮｅｘＷｅｌさいたま笑顔のお
うちクリニック

さいたま市大宮区天沼町２－７
５９　さいたまメディカルタウン２
階Ａ

050-3133-0606 内

ノワール大宮クリニック さいたま市大宮区仲町２－４１
５F

048-657-9696 皮　泌　美外
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本田眼科 さいたま市大宮区桜木町２－３
大宮マルイ５階

048-657-8150 眼

医療法人社団淳康会ユナ
イテッドクリニック大宮院

さいたま市大宮区桜木町１－１
－５　山中ビル５階

048-871-8239 男内　皮　泌

ゴリラクリニック　大宮院 さいたま市大宮区下町１－５１
木崎屋ビル３階

048-640-2301 美皮

ＡＧＡスキンクリニック大宮
院

さいたま市大宮区桜木町１－１
－６　東栄ビル６階

048-783-3852 頭部皮　美皮

大宮胃腸内科クリニック さいたま市大宮区仲町２－２４
－２　金杉仲町ビル２階

048-658-1500 胃内　内　外

メンズライフクリニック大宮
院

さいたま市大宮区桜木町２－２
－１２　藤沢ビル４階

048-641-5996 形　泌　皮　頭部皮

三橋皮フ科クリニック さいたま市大宮区三橋２－８９
７－３

048-783-2745 皮

大宮ペインクリニック さいたま市大宮区桜木町１－１
８０　コフル３階

048-650-1717 麻　ペイン内

大宮駅前耳鼻咽喉科クリ
ニック

さいたま市大宮区桜木町１－１
８０　Coffre２階

048-658-3387 耳　アレ　小耳

東京中央美容外科大宮院 さいたま市大宮区仲町１－１５
VORT大宮７Ｆ

048-727-2762 美外　美皮　皮　形

医療法人社団則由会
AGAヘアクリニック大宮院

さいたま市大宮区宮町１－６７
大宮あづまビル５階

0120-8219-55 皮

はなふさ皮膚科大宮院 さいたま市大宮区桜木町１－１
７０　みずほビルⅠ１階

048-729-8287 皮　美皮　形

鼻・副鼻腔クリニック大宮 さいたま市大宮区東町２－２５
０－９

048-779-8732 耳　麻

レジーナクリニック大宮院 さいたま市大宮区大門町１－９
２－１　大宮大門安藤ビル５階・
８階

048-729-8201 美皮

れな泌尿器科・内科レ
ディースクリニック

さいたま市大宮区宮町３－２０
－２

048-788-2029 女内　泌

エミナルクリニック大宮院 さいたま市大宮区仲町１－５４
－３　ビジョナリーⅢ　５階

048-643-3255 美皮

医療法人社団高栄会　み
さと中央在宅クリニック

さいたま市大宮区天沼町１－３
０８　天沼町シロタビル１階

048-871-7718 内　消内　小

医療法人社団白報会　総
合クリニック　ドクターラン
ド大宮

さいたま市大宮区桜木町２－３
ダイエー大宮店３階

0570-089-677 内　循内　消内　整　耳　小耳
皮　小皮　リハ

ＡＢＣクリニック美容外科
大宮真山院

さいたま市大宮区宮町１－５－
４　中西ビル６F

048-642-9850 美　泌

大宮駅前婦人科クリニック さいたま市大宮区仲町１－７－
２　大宮仲町ホクシンビル３階

048-783-3106 産婦　婦

レイクタウン内科大宮駅前
院

さいたま市大宮区桜木町１－４
－１　吉田ビル２階

048-644-1024 内　糖内

エーツー美容外科大宮院 さいたま市大宮区桜木町２－１
９３　岡田ビル３Ｆ

048-788-3716 美　形　泌

医療法人社団上桜会　ゆ
うメンタルクリニック大宮院

さいたま市大宮区宮町１－６７
大宮あづまビル６階

048-641-0111 心療　精　神経精神

ヒロクリニック大宮駅前院 さいたま市大宮区桜木町２－２
－１２　藤沢ビル２階

048-788-1537 臨検

美容皮膚科リゼクリニック
大宮

さいたま市大宮区宮町２－２８
－４　あじせんビル７階

048-658-6200 美皮

ブランクリニックさいたま大
宮院

さいたま市大宮区仲町１－３５
３６　大塚ビル５階

0120-307-393 美皮

Ｗｉ　Ｃｌｉｎｉｃ大宮院 さいたま市大宮区宮町２－５１
大宮パークビル３階

048-783-4303 美　美皮　美内

さいたま胃腸クリニック さいたま市大宮区桜木町１－２
６６－１２　２F

048-641-7770 内　胃内　内視内　肛内

東京ＡＧＡクリニック大宮院 さいたま市大宮区桜木町２－４
－９　榎本ビル５Ｆ

048-778-7576 美外　皮

新都心こどもクリニック さいたま市大宮区吉敷町４－２
６２－１０　松井ビル４階

048-648-0260 小
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堀の内整形外科内科クリ
ニック

さいたま市大宮区天沼町１－４
５９－１　グランドメゾン大宮１
階

048-645-8037 整　内　皮　リハ

さいたま泌尿器科クリニッ
ク

さいたま市大宮区桜木町１－２
６６－１２　３F

048-658-7222 泌　内

大宮いけだ眼科 さいたま市大宮区錦町６３０
ルミネ大宮店ルミネ２　４Ｆ

048-788-2425 眼

東京美容外科　大宮院 さいたま市大宮区宮町１－６０
大宮ラクーン５階５０４区画

048-644-3555 美外

ジェニークリニック大宮院 さいたま市大宮区下町１－４５
松亀センタービル１F

048-662-9188 美皮

ルラ美容クリニック　大宮
院

さいたま市大宮区桜木町１丁
目１番地１７　トリムビル７階

048-662-9330 美外　美皮

児玉クリニック さいたま市大宮区仲町２－２３
－３　大宮仲町センタービル１
階

048-783-3302 心内　精

ＥＭＭＯ　ＦＡＣＥ　ＣＬＩＮＩＣ さいたま市大宮区桜木町１－１
５３－１　Ｍ．Ｙ　Ｈｅｒｉｔａｇｅ１階

048-788-2438 形　皮

横浜美容外科　大宮院 さいたま市大宮区桜木町１－１
３２　第２髙井ビル６階

048-729-7719 美外　美皮　皮　形

じぶんクリニック大宮院 さいたま市大宮区桜木町１－１
－１７　トリムビル２階

050-3358-6818 美皮

医療法人社団イースト会
大宮イースト駅前クリニッ
ク

さいたま市大宮区桜木町１－２
－４　金子ビル４階

048-641-1815 皮　泌

メンズエミナルクリニック大
宮院

さいたま市大宮区宮町２－１１
８－１　モンクール宮町ビル２階

048-662-9275 美皮

アリエル美容クリニック さいたま市大宮区桜木町１－４
－４　五十嵐ビル３Ｆ

048-662-9369 美皮　美外

ルシアクリニック埼玉大宮
院

さいたま市大宮区宮町１－４９
ＦＵＪＩＢＵＩＬＤＩＮＧ　Ｂ１Ｆ

048-657-6776 美皮　美外

大宮東口耳鼻咽喉科クリ
ニック

さいたま市大宮区大門町２－１
１８　大宮門街４階

000-0000-0000 耳　アレ

おおのたウィメンズクリニッ
ク　埼玉大宮

さいたま市大宮区大門町２－１
１８　大宮門街３階

048-783-2218 産婦　産婦人科（生殖医療）

相田歯科医院 さいたま市大宮区天沼町１－６
１５　第二新藤ビル２F

048-641-2890 歯

秋山歯科クリニック さいたま市大宮区大成町３－５
６６－６

048-666-7870 歯　小歯　矯歯　歯外

あさひ歯科医院 さいたま市大宮区東町２－２５
３

048-644-5667 歯　小歯　矯歯

飯田矯正歯科医院 さいたま市大宮区大門町１－１
８－２　ライズビル２階

048-643-6480 歯　矯歯

医療法人社団創恵会　井
上歯科医院

さいたま市大宮区高鼻町２－１
３２－１

048-643-5796 歯　小歯　矯歯　歯外

うわだいら歯科医院 さいたま市大宮区吉敷町２－９
５

048-648-8148 歯　小歯

大澤歯科医院 さいたま市大宮区土手町３－２
０１

048-641-1525 小歯　矯歯

大竹歯科クリニック さいたま市大宮区桜木町２－２
９７－１　桜ビル１Ｆ１０１号室

048-644-9922 歯　小歯　矯歯

大成歯科診療所 さいたま市大宮区三橋４－９０
１－２

048-622-1188 歯

かんべ歯科医院 さいたま市大宮区寿能町１－６
６

048-641-6168 歯　小歯　歯外

菊地歯科医院 さいたま市大宮区上小町８２４ 048-644-4182 歯　小歯　歯外
医療法人社団朋歯会栗原
歯科医院

さいたま市大宮区桜木町２－６
－１２　一佳ビル２Ｆ

048-644-7001 歯
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松木歯科医院 さいたま市大宮区桜木町２－２
－１０　松木ビル４Ｆ

048-647-2231 歯

佐倉歯科口腔クリニック さいたま市大宮区三橋２－１９
－１

048-645-5558 歯　小歯　矯歯　歯外

佐々木歯科医院 さいたま市大宮区寿能町１－１
７７－３

048-644-0611 歯

塩野歯科医院 さいたま市大宮区仲町２－４４ 048-641-0292 歯
下村歯科医院 さいたま市大宮区土手町２－３

７
048-645-2118 歯

すずかめ歯科医院 さいたま市大宮区堀の内町１
－３８５

048-647-4955 歯　小歯

鈴木歯科医院 さいたま市大宮区桜木町４－２
１０

048-641-0935 歯

鈴木歯科医院 さいたま市大宮区浅間町２－１
０１

048-641-5338 歯

ソニックシティ本多歯科ク
リニック

さいたま市大宮区桜木町１－７
－５　ソニックシティビル１４Ｆ

048-647-4113 歯

高木歯科医院 さいたま市大宮区桜木町４－１
４５

048-641-2415 歯

髙野歯科医院 さいたま市大宮区三橋１－７１
４

048-665-5240 歯

高橋歯科医院 さいたま市大宮区寿能町１－１
１－５

048-641-1094 歯　小歯

大宮なりた歯科医院 さいたま市大宮区高鼻町１－１
５８

048-645-0005 歯　小歯　矯歯　歯外

竹山歯科医院 さいたま市大宮区宮町４－９ 048-648-3924 歯
いけだ歯科クリニック さいたま市大宮区桜木町１－１

５９　ホクシンビル２Ｆ
048-647-5342 歯

田原歯科医院 さいたま市大宮区宮町４－１５
０－２　ホワイトクリニックビル

048-642-4872 歯

中島歯科医院 さいたま市大宮区宮町２－９１ 048-641-3540 歯
医療法人永井歯科医院 さいたま市大宮区北袋町１－１

２６－３
048-645-3435 歯　小歯　矯歯

野田歯科医院 さいたま市大宮区上小町３００
－２

048-643-2508 歯

橋本歯科医院 さいたま市大宮区吉敷町１－５
０

048-641-4181 歯　小歯　矯歯

蓮見歯科医院 さいたま市大宮区宮町１－４６ 048-641-7275 歯　小歯　歯外
波多野デンタルオフィス新
都心

さいたま市大宮区吉敷町４－２
６３－８

048-643-8020 歯　小歯　歯外　矯歯

医療法人爽明会はにだ歯
科クリニック

さいたま市大宮区三橋１－３５
３－１

048-664-4051 歯　小歯　矯歯

医療法人羽入田歯科医院 さいたま市大宮区大成町１－１
１３

048-665-4182 歯　小歯

ファミリア歯科矯正 さいたま市大宮区桜木町１－７
－５　ソニックシティビル１２Ｆ

048-644-7055 歯　矯歯

穂坂歯科医院 さいたま市大宮区東町２－１６
－５　第３ムツミビル

048-648-0418 歯

本多歯科医院 さいたま市大宮区高鼻町１－５
３　２Ｆ

048-641-4447 歯　小歯

グレースデンタルクリニッ
ク大宮

さいたま市大宮区宮町３－７－
３　谷中ビル２Ｆ

048-644-1184 歯

ヤナセ矯正歯科 さいたま市大宮区桜木町２－１
９３　岡田ビル２F

048-644-3280 矯歯

山崎歯科クリニック さいたま市大宮区大成町３－５
３０　ヒノデビル１階

048-653-0010 歯　小歯　矯歯

澁谷歯科医院 さいたま市大宮区桜木町２－４
５４

048-664-2947 歯　小歯　矯歯　歯外

もとやま歯科医院 さいたま市大宮区土手町３－１
０５

048-643-8518 歯　小歯

森歯科医院 さいたま市大宮区三橋２－４８
８－３

048-625-8241 歯

大久保歯科医院 さいたま市大宮区東町１－１４
２

048-648-0023 歯　小歯　矯歯　歯外
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森田歯科医院 さいたま市大宮区寿能町１－３
１　大宮公園駅前ハイツ４－１０
１

048-642-7701 歯　歯外

順子デンタルクリニック さいたま市大宮区櫛引町１－７
３４　佐藤ビル１階

048-667-0835 歯　小歯　矯歯　歯外

関デンタルクリニック さいたま市大宮区大成町３－２
４９

048-654-6700 歯

桜木歯科クリニック さいたま市大宮区桜木町４－７
６０　グリーンハイツ坂間１０１

048-640-1111 歯　小歯

三浦歯科医院 さいたま市大宮区堀の内町１
－６０６　グランドシティオオミヤ
Ｓ棟１０６号

048-648-6474 歯　小歯

スマイル矯正歯科 さいたま市大宮区吉敷町４－２
６１－１　キャピタルビル３Ｆ

048-600-3771 矯歯

林歯科クリニック さいたま市大宮区大成町１－４
５３－１

048-664-1212 歯　小歯　矯歯

スマイルクリエイト歯科・矯
正歯科

さいたま市大宮区桜木町１－６
－２　そごう大宮店１３F

048-646-3368 歯　小歯　矯歯

じゅのう歯科クリニック さいたま市大宮区寿能町２－６
７

048-640-6480 歯　小歯　矯歯

大宮区役所前歯科 さいたま市大宮区吉敷町１－９
１　成田ビル１階

048-641-1189 歯

ハート歯科クリニック さいたま市大宮区櫛引町１－３
２２　１F－Ｂ

048-662-6486 歯　小歯　矯歯

堀江歯科医院 さいたま市大宮区下町２－５１
－８　コーポKEN１F

048-657-3111 歯　小歯　矯歯　歯外

花まる歯科クリニック さいたま市大宮区天沼町２－９
５１

048-648-8702 歯　小歯　矯歯　歯外

さいたま新都心デンタルク
リニック

さいたま市大宮区吉敷町４－２
６１－１　キャピタルビル３Ｆ

048-600-1711 歯　小歯　矯歯　歯外

たなか歯科クリニック さいたま市大宮区上小町１３９
４－１

048-649-8049 歯　小歯　矯歯　歯外

パークサイドデンタルオ
フィス

さいたま市大宮区桜木町２－１
９２　岡田ビル２F

048-650-2918 歯　歯外

ケン歯科クリニック さいたま市大宮区桜木町４－９
３８

048-711-4181 歯

湘南歯科クリニック大宮院 さいたま市大宮区桜木町１－１
－２７　小暮ビル２階

050-5576-1140 歯

さかた歯科医院 さいたま市大宮区堀の内町１
－１－２

048-642-7700 歯　小歯

かみこ歯科クリニック さいたま市大宮区上小町４９０ 048-643-7474 歯　小歯　歯外
セレーノ矯正歯科 さいたま市大宮区桜木町２－２

－１８　一番ビルⅡ３Ｆ
048-642-8022 矯歯

すずき歯科・矯正歯科医
院

さいたま市大宮区浅間町２－２
０６－５

048-648-1800 歯　矯歯

大宮矯正歯科 さいたま市大宮区宮町２－１３
－１　第１２松ビル３Ｆ

048-640-1418 矯歯

医療法人社団アンジェリー
クエール歯科医院

さいたま市大宮区桜木町２－５
３０　ハイツミカド１階

048-871-9674 歯　小歯　矯歯　歯外

たきざわ歯科クリニック さいたま市大宮区宮町３－１
アグレアーブル１階

048-779-8915 歯　歯外　小歯　矯歯

久保歯科医院 さいたま市大宮区三橋２－５２
８－２　ケイツービル２階

048-622-4355 歯　小歯

大宮ＳＨＩＮ矯正歯科 さいたま市大宮区桜木町１－１
－１２　ＮＹビル３階

048-778-7688 矯歯

ＲＹＯ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ さいたま市大宮区大門町２－８
７　島村ビル３Ｆ

048-644-2543 歯

ドイチェ歯科・矯正歯科 さいたま市大宮区宮町２－１１
８－１　モンクール宮町ビル３階

048-658-1717 歯　小歯　矯歯
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アウリィ歯科クリニック さいたま市大宮区桜木町１－１
９３－１　大宮YOKOビル３F

048-780-2272 歯　小歯　矯歯　歯外

氷川参道デンタルクリニッ
ク

さいたま市大宮区大門町３－５
０　ＶＩＰロイヤル氷川台２－Ａ

048-788-2345 歯　小歯　矯歯　歯外

大宮西口駅前歯科 さいたま市大宮区桜木町２－２
－２０　斉藤ビル２Ｆ

048-782-8177 歯　歯外　小歯　矯歯

桜木町ヒロ歯科クリニック さいたま市大宮区桜木町１－３
２５－１　アヴェニュー・ドゥ１０１

048-644-9788 歯　小歯　矯歯　歯外

N.Y DENTALマルイ大宮 さいたま市大宮区桜木町２－３
マルイ大宮５F

048-641-8148 歯　小歯　矯歯　歯外

いけだ歯科櫛引クリニック さいたま市大宮区櫛引町１－５
２９

048-783-5151 歯

ひなた歯科医院 さいたま市大宮区桜木町４－２
６１　オフィス２１ビル２F

048-787-6482 歯　小歯

ユモトデンタルクリニック さいたま市大宮区桜木町１－１
－４－５階

048-871-7011 歯

大宮銀座通り歯科 さいたま市大宮区宮町１－６７
大宮あづまビル２F

048-783-2696 歯　小歯　矯歯　歯外

大宮こかい矯正歯科 さいたま市大宮区仲町２－９
仲町シロタビルEAST３０１号

048-658-8111 矯歯

医療法人社団彩明会　さ
いたま口腔リハビリテー
ション歯科クリニック

さいたま市大宮区天沼町２－７
５９　さいたまメディカルタウン２
階Ｃ

048-650-1192 歯　小歯　歯外

ブランパ大宮デンタルクリ
ニック

さいたま市大宮区宮町２－２４
Ｋビル４階

048-729-8114 歯　矯歯　歯外

東京プラス歯科　矯正歯
科　大宮分院

さいたま市大宮区桜木町２－１
－１　アルシェ地下１階

048-788-4375 歯　小歯　矯歯　歯外

タカギデンタルクリニック さいたま市大宮区桜木町２－７
－９　鍋島ビル２F

048-642-3157 歯

医療法人社団輔仁会大宮
厚生病院

さいたま市見沼区片柳１ 048-683-1861 精　神

大和田病院 さいたま市見沼区大和田町２
－１３８８

048-685-5511 内

大宮共立病院 さいたま市見沼区片柳１５５０ 048-686-7151 内　リハ　神内　歯　放　歯外
皮　精

さいたま記念病院 さいたま市見沼区東宮下字西
１９６番地

048-686-3111 内　呼内　循内　消内　糖内　外
消外　肛外　整　脳外　リウ　皮
泌　眼　耳　リハ　血内　代謝内
内泌内　脂代謝内　乳外

医療法人社団愛正会宇井
レディスクリニック

さいたま市見沼区御蔵７８９－
１

048-688-4622 産婦　内　小

高田医院 さいたま市見沼区東大宮４－３
１－４

048-663-6122 内　外　皮　循内

医療法人社団笑仁会和田
クリニック

さいたま市見沼区東大宮３－２
－２２

048-663-1000 内　循内　小

古谷医院 さいたま市見沼区東大宮５－２
９－１９

048-684-0103 皮　泌　腎内

大宮整形外科 さいたま市見沼区東門前２７３
－１

048-685-5555 整　リハ　リウ

伊藤医院 さいたま市見沼区南中野６２６
－１１

048-686-5588 内　胃　小　眼

川原医院 さいたま市見沼区堀崎町１１６
３－１

048-685-5525 胃　外　皮　肛

センチュリーシティ内科クリ
ニック

さいたま市見沼区大和田町１
－１２７５

048-684-8822 内　アレ

医療法人堀崎弘恵診療所 さいたま市見沼区堀崎町５６４
－３

048-683-1114 内　呼　胃　循

鶴岡医院 さいたま市見沼区御蔵５０４－
１

048-685-3741 内　小

村井クリニック さいたま市見沼区東大宮５－２
７－６

048-686-2300 胃内　外　整
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早川医院 さいたま市見沼区南中野９０－
３

048-685-7757 内　小　眼

医療法人松本皮膚科形成
外科医院

さいたま市見沼区大和田町２
－１２８４－２

048-683-5959 皮　形

はとり小児科医院 さいたま市見沼区蓮沼１１４５
－７

048-686-1660 小　アレ

つばき耳鼻咽喉科 さいたま市見沼区大和田町１
－９５９－２　１階

048-685-8313 耳

松森医院 さいたま市見沼区小深作１５５
－１

048-683-9431 胃内　肛内　内　外

医療法人社団康佑会東大
宮整形外科内科

さいたま市見沼区東大宮４－２
０－７

048-653-4700 整　内　皮　リハ

医療法人晴和会中村医院 さいたま市見沼区東大宮７－７
３－２

048-687-2455 内　小　心療　リハ

医療法人戸田整形外科胃
腸科医院

さいたま市見沼区東大宮６－２
２－１

048-687-3300 整　胃　肛　内

いしだ皮フ科 さいたま市見沼区東大宮５－４
１－１　ポケットパーク１０１

048-687-4112 皮

医療法人森本医院 さいたま市見沼区深作３－２５
－１６

048-685-5922 内　小　胃　皮

半田耳鼻咽喉科医院 さいたま市見沼区東大宮２－１
－１０

048-663-7316 耳　アレ

医療法人さいはら内科 さいたま市見沼区大和田町２
－１１９９－２　大徳細沼ビル１
階

048-688-7111 内　循

ハートの森クリニック さいたま市見沼区東大宮２－３
５－３

048-664-8828 内　小　消　整　リハ　リウ　アレ

彩企整形外科 さいたま市見沼区蓮沼５４９－
３

048-688-8121 内　消　心外　整　リハ　リウ　脳

佐竹クリニック さいたま市見沼区春岡３－２４
－１５

048-688-0088 内　泌

医療法人博友会　友愛み
ぬまクリニック

さいたま市見沼区大字南中丸
６２３－２

048-689-0211 内　透内

石井眼科クリニック さいたま市見沼区大和田町１
－１２９５

048-689-0222 眼

医療法人さくらクリニック さいたま市見沼区東大宮２－５
８－１０

048-668-1222 内　小

医療法人社団医凰会春野
クリニック

さいたま市見沼区深作３－４０
－５

048-680-1122 内　皮　リハ

医療法人至裕会押阪こど
もクリニック

さいたま市見沼区南中野３－２
５

048-680-1936 小　アレ

冨田クリニック さいたま市見沼区中川１０２３ 048-680-2311 内　消内　小　外　皮　アレ　泌
循内

桃木内科クリニック さいたま市見沼区東大宮４－４
７－８

048-661-1032 内　呼内　循内

大和田整形外科 さいたま市見沼区大和田町２
－１２８４

048-688-5858 整　内　リハ　リウ　麻

大谷クリニック さいたま市見沼区大字大谷１４
－１

048-682-3333 内　外

大宮ポプラクリニック さいたま市見沼区中川１０８２
－３

048-682-2790 胃　肛　外　内

安冨医院 さいたま市見沼区風渡野３２２
－２２

048-683-4486 内　呼内　アレ　外

とよだ医院 さいたま市見沼区東大宮６－３
６－１　ＭＧプラザ１階

048-682-7670 内　リハ　アレ

角田クリニック さいたま市見沼区蓮沼１０７９
－３

048-682-5511 内　耳　アレ

東整形外科 さいたま市見沼区東大宮５－３
４－２５

048-682-1010 整　外　内　リハ　皮　リウ　脳
麻　循内　消内　消外

中里小児科 さいたま市見沼区東大宮６－２
２－６

048-683-8488 小
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あらい整形外科 さいたま市見沼区風渡野６２９
－１　アライビル１階

048-687-8290 整　リウ　リハ

こころのクリニック さいたま市見沼区東大宮５－６
－６

048-685-6722 内　心療　精

医療法人財団聖蹟会聖蹟
プライムクリニック

さいたま市見沼区春野２－１０
－２５

048-682-6622 内　外　消　整　呼

おかだ眼科クリニック さいたま市見沼区東大宮４－１
２－７　セシオビル１階

048-653-3400 眼

医療法人社団博翠会　み
さわクリニック

さいたま市見沼区東大宮４－２
－２　ロマーナ伍番館１階

048-662-3305 内　胃内　外　皮　肛外

あおばクリニック さいたま市見沼区大和田町１
－１３４６－１

048-767-6131 内　アレ　呼内

大宮七里眼科 さいたま市見沼区風渡野１－１
－１

048-686-7000 眼

東大宮メンタルクリニック さいたま市見沼区東大宮４－１
８－８　新井ビル３Ｆ

048-662-7210 心療　精　神内

さいたまほのかクリニック さいたま市見沼区風渡野２９－
１

048-681-6211 透内　腎内　糖内　内

たかむらクリニック さいたま市見沼区東門前２６－
５

048-680-1177 内　消内　消内視内

医療法人社団風凛香つば
さクリニック

さいたま市見沼区東門前４３－
１

048-682-2839 内　消内

小野田クリニック さいたま市見沼区大和田町１
－９３７－１

048-812-7071 内　心療　精　神内

医療法人社団博弘会ひろ
クリニック

さいたま市見沼区東大宮５－３
９－３　英和ビル５Ｆ－Ａ

048-812-5961 内　精　心内

七里耳鼻咽喉科 さいたま市見沼区小深作５６６ 048-687-3387 耳　アレ　小
のいり眼科クリニック さいたま市見沼区東大宮６－９

－１
048-688-7575 眼

さぐち医院 さいたま市見沼区南中丸１０３
２－１２

048-681-5666 内　消内　外

くにとも耳鼻咽喉科 さいたま市見沼区南中丸１０３
４－１

048-682-3000 耳　アレ

東大宮内科クリニック さいたま市見沼区東大宮５－５
３－３

048-681-7788 内　呼内　アレ

医療法人健青会　青木内
科

さいたま市見沼区東大宮５－３
９－３　英和ビル３階

048-688-5000 内　漢内　糖内　内泌・代謝内

埼玉県赤十字血液セン
ター

さいたま市見沼区大字深作９５
５－１

048-684-1511 内

ゆうこ内科クリニック さいたま市見沼区東大宮４－２
５－１　ラトゥールＴａｋａｈａｓｈｉ１
階

048-654-8888 内　消内　内視内

南斗クリニック さいたま市見沼区南中野８６０
－１

048-884-9919 内　腎内

南中野整形外科クリニック さいたま市見沼区大字南中野
６００－２

048-688-6060 整　リウ　リハ

医療法人社団皆英会　ハ
レノテラスみな整形外科

さいたま市見沼区島町３９３
ハレノテラスＣ棟　２階

048-684-8882 整　リハ

南中丸クリニック さいたま市見沼区南中丸１０７
８－３

048-685-5011 内　糖内

東大宮クリニック　婦人科・
心療内科・精神科

さいたま市見沼区東大宮７－５
１－１８

048-683-8880 婦　心内　精

みなみなかのたけのこ耳
鼻咽喉科

さいたま市見沼区南中野４２２
－１

048-685-3387 耳　小耳　アレ　気管食外

けいあいファミリークリニッ
ク

さいたま市見沼区南中野４２２
－１

048-685-1231 小　内　外　小外

森田クリニック さいたま市見沼区東大宮２－２
４－５

048-654-7770 内　感染内

あすはゆリハビリクリニッ
ク

さいたま市見沼区東大宮５－３
９－３　英和ビル４F

048-682-5100 リハ
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ハレノテラスすこやか内科
クリニック

さいたま市見沼区島町３９３ 048-748-5307 内　血内

まつざきファミリークリニッ
ク

さいたま市見沼区東新井９－１ 048-688-9191 内　泌　皮　外　漢内

医療法人社団　医凰会
鹿田内科医院

さいたま市見沼区堀崎町１６７
８

048-684-7586 内

ハレのこどもクリニック さいたま市見沼区島町３９３番
地　ハレノテラスＣ棟２階

048-685-0880 小

ステーションクリニック東大
宮

さいたま市見沼区東大宮４－１
－２　１階

048-654-0038 内　外　皮　アレ

田畑クリニック さいたま市見沼区東大宮５－４
６－５

048-795-4118 内　糖内

くらかず眼科 さいたま市見沼区南中丸６８０ 048-681-0101 眼
アーバンふれあい歯科 さいたま市見沼区深作３－２２

－１３
048-688-8710 歯　小歯　矯歯

医療法人社団歯友会赤羽
歯科（東大宮）

さいたま市見沼区東大宮５－３
６－２

048-687-0081 歯　小歯　矯歯　歯外

浅子歯科医院 さいたま市見沼区小深作６５８
－３

048-687-4618 歯

旭歯科医院 さいたま市見沼区大和田町１
－１５５３－６

048-684-8801 歯

伊藤歯科医院 さいたま市見沼区東大宮６－３
０－４４

048-683-9556 歯

ｍｏａ　おおた歯科 さいたま市見沼区風渡野６３２
－１　１Ｆ

048-687-7713 歯　小歯

おおやま歯科医院 さいたま市見沼区南中野２８７
ソレイユ南中野１０２

048-686-4618 歯　小歯

オサム歯科医院 さいたま市見沼区大和田町２
－１０８４

048-686-7548 歯

医療法人社団カナヤデン
タルクリニック

さいたま市見沼区大和田町２
－１３４４－２２

048-685-2527 歯

上山口ナオ歯科 さいたま市見沼区上山口新田
６９

048-685-1489 歯　小歯　矯歯　歯外

木村歯科医院 さいたま市見沼区東新井８６６
－６

048-685-3367 歯　小歯　歯外

クロスデンタルクリニック さいたま市見沼区東大宮４－６
－３４

048-666-1949 歯　小歯　矯歯

小池歯科医院 さいたま市見沼区南中野４３２
－５

048-683-6680 歯

古賀歯科医院 さいたま市見沼区御蔵１４６２
－１８

048-687-2225 歯　小歯　矯歯

後藤歯科医院 さいたま市見沼区東大宮１－７
１－２５

048-688-9988 歯　小歯

しのづか歯科医院 さいたま市見沼区東大宮４－２
１－５　マミーマート東大宮店２
Ｆ

048-654-6261 歯　小歯　矯歯

島田歯科医院 さいたま市見沼区東大宮４－３
２－１６

048-663-5833 歯　小歯　歯外

高崎歯科医院 さいたま市見沼区堀崎町１６４
２

048-686-9500 歯　小歯　矯歯

髙橋歯科医院 さいたま市見沼区御蔵３６３－
４

048-683-7227 歯

Ｔ＆Ｔ歯科・矯正歯科クリ
ニック

さいたま市見沼区南中丸５４６
－１

048-796-0141 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団隆新会土居
歯科クリニック

さいたま市見沼区東大宮４－２
６－１３

048-667-6010 歯

中里歯科医院 さいたま市見沼区東大宮４－７
２－１

048-651-3248 歯

浜歯科医院 さいたま市見沼区春岡３－２１
－６

048-687-1425 歯　小歯
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林歯科医院 さいたま市見沼区深作３－４４
－９

048-687-8118 歯　小歯　矯歯

林歯科医院 さいたま市見沼区大和田町１
－７６５－１６

048-685-7751 歯

東新井歯科医院 さいたま市見沼区東新井７１０
－３２

048-686-8241 歯　小歯

東大宮歯科 さいたま市見沼区東大宮４－８
－１　クリスタルビル５Ｆ

048-651-8548 歯

膝子つのい歯科医院 さいたま市見沼区膝子７４９－
１

048-686-9739 歯

医療法人社団聖友会聖歯
科医院

さいたま市見沼区新堤６－２－
９

048-686-6676 歯

深田歯科医院 さいたま市見沼区南中野８６－
７

048-683-4025 歯

ほんざわ歯科医院 さいたま市見沼区東大宮６－２
７－１７　１Ｆ

048-685-1974 歯　小歯　矯歯

まき歯科医院 さいたま市見沼区東新井３８３
－１

048-687-8008 歯　小歯　矯歯

医療法人社団誠歯会マス
ダ歯科医院

さいたま市見沼区東大宮５－３
５－１８

048-686-0088 歯　矯歯　歯外

みやび歯科医院 さいたま市見沼区東門前６３
第１レジデンス１０３

048-687-6208 歯　小歯

もろおか歯科医院 さいたま市見沼区東大宮５－３
１－１　和弘ﾋﾞﾙ２Ｆ

048-683-9591 歯

山田歯科 さいたま市見沼区東門前４４－
３

048-684-1102 歯　小歯

よしかわ歯科医院 さいたま市見沼区大和田町１
－１３６８

048-688-2832 歯　小歯　矯歯

吉田歯科医院 さいたま市見沼区蓮沼１２９２ 048-683-9994 歯
和田歯科医院 さいたま市見沼区東大宮５－４

３－９
048-683-6598 歯

門脇歯科医院 さいたま市見沼区堀崎町１７９
パークサイド堀崎１０３号

048-688-8260 歯　小歯

医療法人社団瑛清会もち
づき歯科医院

さいたま市見沼区春岡２－３９ 048-687-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

大谷歯科クリニック さいたま市見沼区大谷１７８０
－４

048-683-9850 歯

大野歯科医院 さいたま市見沼区大谷１６７３
－５

048-687-6251 歯

医療法人深澤会ふかさわ
歯科医院

さいたま市見沼区風渡野４３０
－６８

048-686-9010 歯　小歯　歯外

ライオンズ歯科 さいたま市見沼区島町７０２－
１　ライオンズガーデン東大宮

048-682-1186 歯　小歯　矯歯　歯外

すぎた歯科クリニック さいたま市見沼区風渡野７８－
１　七里パークホームズ１階１０

048-681-4182 歯　小歯

やす歯科クリニック さいたま市見沼区東大宮４－３
２－２０　ソネットアルブール１０
１

048-652-9966 歯　小歯　歯外

りつこ歯科 さいたま市見沼区南中丸１１４
３－１２

048-682-1002 歯　小歯

サンライズ歯科 さいたま市見沼区東大宮５－３
９－３　英和ビル２Ｆ

048-684-7776 歯　小歯　矯歯　歯外

さくら歯科クリニック さいたま市見沼区大和田町１
－１３９５－１　エステートピア大
和田1階北側

048-672-6100 歯　小歯　矯歯　歯外

小竹デンタルクリニック さいたま市見沼区島町１－１１
－１

048-788-8841 歯　小歯　矯歯　歯外

ひらい歯科医院 さいたま市見沼区東大宮７－３
７－２３

048-688-4118 歯　小歯　矯歯　歯外

ひまわり歯科 さいたま市見沼区南中野２７５
－１

048-684-0919 歯　小歯
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けやき歯科 さいたま市見沼区南中丸１０３
２－５

048-793-6060 歯　小歯　矯歯　歯外

アクア歯科クリニック さいたま市見沼区大和田町２
－１１９９－２　大徳細沼ビル１
階

048-793-7762 歯　小歯　矯歯　歯外

髙田歯科クリニック さいたま市見沼区東大宮４－８
－５　１階

048-778-7948 歯　小歯　矯歯　歯外

スマイル歯科 さいたま市見沼区丸ヶ崎町３６
－１

048-681-6480 歯　小歯　矯歯

パトリアデンタルクリニック さいたま市見沼区春野２－８
パトリア東大宮３F

048-686-4186 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人健成会ななさと
菜のはな歯科クリニック

さいたま市見沼区風渡野２－１
－５

048-684-0990 歯　小歯　歯外　矯歯

鶴岡歯科医院 さいたま市見沼区御蔵５０４－
７

048-684-1811 歯　小歯

なかむら歯科医院 さいたま市見沼区大字大谷字
八石１８９４－１

048-680-7777 歯

七里みか歯科医院 さいたま市見沼区風渡野２７１ 048-688-3334 歯　小歯　矯歯　歯外
横尾歯科医院 さいたま市見沼区風渡野６２６

－４
048-684-9869 歯

高山歯科医院 さいたま市見沼区中川９６３－
６

048-686-2138 歯　小歯　歯外

ちば歯科 さいたま市見沼区東大宮２－２
０－１９

048-669-7585 歯　小歯

うめの木デンタルクリニッ
ク

さいたま市見沼区東宮下３４１
－２

048-682-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

ハレノテラス歯科・矯正歯
科

さいたま市見沼区島町３９３番
地　Ｃ棟１０４区画

048-884-8181 歯　小歯　矯歯　歯外

東大宮かきうち歯科 さいたま市見沼区東大宮５－２
－１３　齋藤第一ビル１階

048-687-8211 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団Ｈｅａｌｔｈ＆Ｓ
ｍｉｌｅ大宮歯科クリニック

さいたま市見沼区大字南中野
４２２－１　１階

048-812-5803 歯　小歯　矯歯　歯外

大和田おか歯科医院 さいたま市見沼区大和田町２
－１５５３－８０

048-680-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

さや歯科クリニック さいたま市見沼区大字大谷１７
８５－２

048-796-8249 歯　小歯　歯外

東大宮やました歯科医院 さいたま市見沼区東大宮３－３
－１４

048-871-8344 歯　小歯　歯外　矯歯

七里ファミリー歯科・矯正
歯科

さいたま市見沼区東宮下４５３
－１

048-681-7775 歯　小歯　矯歯　歯外

タキザワデンタルクリニッ
ク

さいたま市見沼区片柳４１２－
３

048-688-3066 歯　小歯　矯歯　歯外

のがわ歯科クリニック さいたま市見沼区東大宮５－２
５－４　野川ビル１Ｆ

048-680-2525 歯　小歯　歯外

医療法人社団佑健会七里
ＫＴ歯科・矯正歯科

さいたま市見沼区大字風渡野
５８２番地３

048-688-9900 歯　小歯　矯歯　歯外

さいたまオリーブデンタル
クリニック

さいたま市見沼区東門前４３－
１

048-688-0080 歯　小歯　矯歯　歯外

大和田駅前朝霧歯科クリ
ニック

さいたま市見沼区大和田町２
－１３１６－１　細沼第２ビル２
階

048-683-6381 歯　小歯　矯歯　歯外

さいたま赤十字病院 さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1111 呼内　脳神内　精　小　整　脳外
呼外　皮　眼　耳　形　緩和内
内　血内　糖内泌内　リウ　腎内
消内　循内　外　乳外　心外　泌
歯外　産婦　麻　リハ　放診断
放治療　病診断　腫内　救　肝・
胆・膵内

社会福祉法人シナプス埼
玉精神神経センター

さいたま市中央区本町東６－１
１－１

048-857-6811 精　脳神内　リハ　内　歯
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埼玉県立小児医療セン
ター

さいたま市中央区新都心１－２ 048-601-2200 小　精　小外　整　形　脳　皮
泌　眼　耳　放　麻　小歯　心血
リハ　アレ　病診断　産婦　臨
救　移植外

高橋クリニック さいたま市中央区下落合７－６
－１２

048-857-2277 産婦　内　小

医療法人島田医院 さいたま市中央区本町東１－１
３－２３

048-852-4452 産　婦　小　皮

医療法人慈眼会こうづか
眼科

さいたま市中央区下落合１０２
２

048-822-4114 眼

宗田医院 さいたま市中央区下落合２－１
３－６

048-832-4357 眼

柳垣眼科医院 さいたま市中央区下落合５－１
４－２５

048-852-3307 眼

医療法人誠明会長島医院 さいたま市中央区大戸４－５－
８

048-831-9680 内　消　外　アレ

川口クリニック さいたま市中央区下落合１０６
７

048-832-2511 皮　小

林田医院 さいたま市中央区下落合７－１
－２６

048-825-9315 内　消内　循内

澁谷診療所 さいたま市中央区下落合３－４
－５

048-831-7706 胃　外　皮　泌　内

井原医院 さいたま市中央区下落合６－１
２－２５

048-852-4569 内　消　小

臼田外科医院 さいたま市中央区下落合６－１
６－１１

048-853-4728 内　外　整外　泌　皮　リハ　ペ
イン内　ペイン外　漢内　麻酔

医療法人社団えがわ医院 さいたま市中央区下落合７－４
－１５

048-852-0280 内　小　外　耳

仙波内科医院 さいたま市中央区桜丘１－６－
２１

048-854-2712 内　小　放

与野ハウスクリニック さいたま市中央区上落合１－９
－３　与野ハウス３号棟

048-854-5744 内　小

濱田診療所 さいたま市中央区上落合３－３
－５

048-852-1079 内　小　皮

北与野耳鼻咽喉科 さいたま市中央区上落合３－３
－５４

048-857-0051 耳

生駒医院 さいたま市中央区上落合６－９
－８

048-852-3252 内　小

医療法人社団東西会東西
医学ビルクリニック

さいたま市中央区上落合８－２
－１２　さいたま新都心ビル３階
A

048-858-8380 内　神内　整　皮　精　形　婦
心内

小川医院 さいたま市中央区大戸１－９－
２

048-861-4230 内　眼

駒橋内科医院 さいたま市中央区新中里５－２
－５

048-834-5151 内　アレ　小　放

岡戸医院 さいたま市中央区本町東２－１
２－５

048-840-1450 内　小　リハ　漢内

三村医院 さいたま市中央区本町東２－７
－９

048-852-8701 内　外　皮　小

医療法人社団阪医院 さいたま市中央区本町東４－２
７－８

048-852-9949 内　小

一般社団法人さいたま市
与野医師会立休日急患診
療所

さいたま市中央区本町東４－４
－３

048-853-5251 内　小

久米井医院 さいたま市中央区本町東５－６
－８

048-853-6314 内　小

医療法人社団飯塚医院 さいたま市中央区鈴谷８－８－
２８

048-852-2910 内　小

岩崎医院 さいたま市中央区本町東１－１
３－１０

048-853-2121 内　小
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川勝医院 さいたま市中央区下落合４－２
０－１０

048-852-9885 内　小　消

アリーナサイドクリニック さいたま市中央区上落合４－３
－１　北与野Ｎビル１F

048-858-8001 整　内

医療法人薫会ケーワイ胃
腸クリニック

さいたま市中央区上落合４－２
－３　井山ビル１Ｆ

048-852-0710 胃　内　外　肛

飯田クリニック さいたま市中央区新中里３－１
２－６

048-851-4188 内　アレ　整　リハ　麻　小　心療
ペイン内

けやき耳鼻咽喉科クリニッ
ク

さいたま市中央区新都心４－７
林ビル１階

048-851-1333 耳

医療法人郁葉会森こども
クリニック

さいたま市中央区大戸２－１－
２

048-835-7688 小

きたよの内科クリニック さいたま市中央区上落合２－９
－３０　ハーモニックビル１階

048-840-5235 内　呼　アレ

にいづま眼科クリニック さいたま市中央区本町東６－１
－３

048-856-3355 眼

鷺谷メンタルクリニック さいたま市中央区上落合９－１
０－２１　OMIビル１Ｆ

048-856-4108 精　心療

南与野駅内科クリニック さいたま市中央区鈴谷２－５４
８－８

048-851-5522 内　呼内　消内　循内

新都心たざわクリニック さいたま市中央区上落合５－１
７－１　エスフォータワー１F

048-854-0202 脳　神内　循　リハ　放　麻

医療法人社団水府会かわ
かみ心療クリニック

さいたま市中央区新都心４－８
新都心ファーストビル３階

048-600-5555 心療　神　精

ねぎし内科・神経内科クリ
ニック

さいたま市中央区下落合２－１
９－１６

048-831-9751 内　神内　老年内科

さいたま与野整形外科医
院

さいたま市中央区下落合２－１
４－１５

048-832-9811 整　リハ　リウ　内

耳鼻咽喉科たけもりクリ
ニック

さいたま市中央区鈴谷２－５４
８－１０

048-851-6800 耳

ハートクリニック さいたま市中央区上落合８－１
４－２０

048-851-6531 循　内

サンクリニック さいたま市中央区八王子１－２
－７　１Ｃ

048-856-1180 内　外　皮

医療法人社団ブルー＆ブ
ルー会けやき眼科

さいたま市中央区本町西５－２
－９　３階

048-858-8024 眼

伊藤クリニック さいたま市中央区上落合２－９
－３０　ハーモニックビル２階

048-840-1192 内　胃内　乳外　肛外

医療法人社団愛治会すこ
やか内科クリニック

さいたま市中央区鈴谷５－３－
１２

048-858-0888 内　脳神内

医療法人至誠堂（社団）至
誠堂整形外科

さいたま市中央区新中里２－９
－３５

048-709-7117 整　リハ　リウ　心療　放

新都心皮フ科クリニック さいたま市中央区新都心４－１
２　ミツエビル３０１

048-600-0088 皮　形

スカイ眼科大宮クリニック さいたま市中央区下落合１０５
０－２　２階

048-823-3388 眼

鈴木こどもクリニック さいたま市中央区鈴谷５－１４
－２０

048-840-0088 小

いえとみ内科胃腸科クリ
ニック

さいたま市中央区上落合９－９
－８　サンフロントビル３階

048-840-2001 内　胃

まちの内科クリニック さいたま市中央区円阿弥７－１
１－２３

048-859-8881 内　消内　呼内　リウ　循内

安藤クリニック さいたま市中央区鈴谷２－７１
７－１

048-795-8908 内　外　消　肛

あきもと内科クリニック さいたま市中央区新中里１－３
－３　埼大通りメディカルビル２
階

048-816-6122 内　循内　呼内　アレ　糖・代謝
内　腎内

おかやまクリニック さいたま市中央区上落合９－９
－８　１・２Ｆ

048-858-2180 神内　内
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マキウイメンズクリニック さいたま市中央区上落合９－９
－８　サンフロントビル２階

048-749-1281 婦

医療法人黎明仁会ヒロクリ
ニック

さいたま市中央区鈴谷６－８－
１８

048-764-8717 皮　形

竹沢クリニック さいたま市中央区上落合９－１
１－１２

048-767-3122 内　呼内

おぎはら耳鼻咽喉科 さいたま市中央区本町東１－５
－３

048-767-3741 耳

前山こどもクリニック さいたま市中央区本町東６－１
－３　スズキビル１階

048-789-7190 小　アレ

南与野たにかわ眼科 さいたま市中央区鈴谷２－６３
３

048-859-8080 眼

ＪＩＮ整形外科スポーツクリ
ニック

さいたま市中央区鈴谷３－１０
－７

048-826-6815 整　リハ

ゆり内科クリニック さいたま市中央区上落合１－１
１－１５　アスク新都心ビル２階

048-840-5222 内　循内　外　アレ疾内

けいこ皮膚科クリニック さいたま市中央区上落合１－１
１－１５　アスク新都心ビル２－
B

048-711-5221 皮　アレ　美皮

かみしまクリニック さいたま市中央区下落合２－１
６－９　サンカント・よの１F

048-823-7555 内　ペイン内　アレ　麻

こまくさ診療所 さいたま市中央区大戸３－１２
－８

048-762-8351 内

新都心ホームケアクリニッ
ク

さいたま市中央区上落合２－６
－１　シティタワーさいたま新都
心１F

048-858-6600 内　緩和内　外　腫内　がん心
療内　神内　呼内　糖内

上落合整形外科内科 さいたま市中央区上落合２－１
１－２８　１階

048-852-9911 整　内　リハ

与野眼科医院 さいたま市中央区下落合１０２
４

048-831-4287 眼

さくらそう診療所 さいたま市中央区本町東２－７
－２３

048-855-3960 内

上落合クリニック さいたま市中央区上落合９－４
－１５

048-762-9110 小　アレ　内　糖・内泌内

さいとう眼科クリニック さいたま市中央区本町東１－１
３－２０

048-789-6987 眼

医療法人さくら北浦和腎ク
リニック

さいたま市中央区新中里１－１
－１

048-835-3100 腎内　透内

与野本町形成外科 さいたま市中央区本町西１－１
１－２１

048-762-3945 形　美皮　美外　皮　脳外

ほんまちクリニック さいたま市中央区本町東３－１
０－７

048-852-5511 内　呼内　アレ

しおや消化器内科クリニッ
ク

さいたま市中央区本町東３－３
－３

048-840-4082 内　消内　内視内　胃内　肝・
胆・膵内　リウ　呼内

あさかわ内科クリニック さいたま市中央区上落合５－１
７－１　S４タワー　１Ｆ

048-851-2225 内　循内

大宮はしもと整形外科 さいたま市中央区上落合８－３
－３２　島忠ホームズさいたま
中央店　２階

048-711-8309 整　リハ　リウ

北与野皮膚科クリニック さいたま市中央区上落合２－９
－１

048-853-4328 皮　形　小皮　美皮　アレ

医療法人社団彩の風さい
たま中央クリニック

さいたま市中央区上落合８－３
－３２　ホームズさいたま中央
店２階

048-858-0003 内　外　耳　皮　泌　循内　泌内
消内　肛外　放　アレ　乳外　呼
内　小皮　小

大宮血管外科クリニック さいたま市中央区上落合８－１
４－１９　草野上落合ビル２階

048-767-6584 内　血外　泌　皮

やまもと内科クリニック さいたま市中央区鈴谷４－１６
－１４－１

048-853-8877 内　消内

さいたま新都心ジャガーク
リニック

さいたま市中央区新都心４－１
５　フジコー新都心ビル1階

048-789-7114 内　小　外
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北与野しのはら医院 さいたま市中央区本町東７－５
－３　ＳＳ北与野１階

048-714-0325 内　消内　内視鏡内　外　肛外
皮　美皮

よしむら歯科口腔外科 さいたま市中央区新都心１１－
１　ＮＴＴドコモさいたまビル１Ｆ

048-601-0066 歯　小歯　歯外

歯科与野医院 さいたま市中央区下落合１０１
８

048-831-6062 歯

医療法人社団博寿会花俟
歯科医院

さいたま市中央区下落合１７２
２　ＳＷ‐２０２号

048-831-4538 歯　小歯　矯歯　歯外

井原歯科医院 さいたま市中央区新中里５－２
２－９

048-831-4552 歯

かわべ歯科医院 さいたま市中央区下落合１６４
９－３０

048-825-8148 歯

鴨田歯科クリニック さいたま市中央区下落合２－１
７－１５

048-824-3222 歯

杉山歯科医院 さいたま市中央区下落合４－２
３－１４

048-854-1182 歯　小歯　矯歯

今井歯科医院 さいたま市中央区桜丘１－８－
３０

048-856-2299 歯　小歯

ツカ原歯科医院 さいたま市中央区上落合１－１
１－１５　アスク新都心ビル１階

048-855-9748 歯　小歯　矯歯

蓮歯科医院 さいたま市中央区上落合１－９
－３

048-854-2118 歯　小歯　矯歯

山内歯科クリニック さいたま市中央区上落合２－９
－３

048-857-5221 歯

樋口歯科医院 さいたま市中央区上落合３－１
３－１９

048-852-0661 歯

中央通り歯科医院 さいたま市中央区上落合４－９
－３

048-852-1182 歯

金子歯科診療所 さいたま市中央区上落合７－６
－２　カーエス・ブルク１F

048-852-1208 歯　小歯　矯歯　歯外

竹井歯科医院 さいたま市中央区新中里１－３
－１６

048-833-4978 歯

角田歯科医院 さいたま市中央区大戸５－１３
－１８　１階

048-831-3207 歯

井出歯科医院 さいたま市中央区大戸６－１０
－２５

048-824-2889 歯

医療法人社団榮文会渡辺
歯科医院

さいたま市中央区八王子５－１
２－２４

048-855-5506 歯　小歯　矯歯　歯外

本町歯科医院 さいたま市中央区本町東２－７
－１６

048-855-9775 歯

プラザ歯科 さいたま市中央区本町東１－１
４－５

048-840-1677 歯　小歯

荻原歯科医院 さいたま市中央区本町東１－５
－３

048-852-5086 歯　小歯

おじまや歯科医院 さいたま市中央区本町東３－８
－１１

048-856-0931 歯

前田歯科 さいたま市中央区下落合２－２
２－１０　浜中ビル１階

048-834-2727 歯　小歯　矯歯　歯外

森泉歯科医院 さいたま市中央区下落合５－１
９－１９　ア－バン与野１F

048-856-3188 歯

鈴谷歯科医院 さいたま市中央区鈴谷４－１１
－７

048-853-5075 歯

原歯科クリニック さいたま市中央区鈴谷６－１６
－１５

048-854-0818 歯

医療法人社団皓明会伊藤
歯科医院

さいたま市中央区鈴谷４－１１
－１２

048-857-5441 歯　小歯　矯歯　歯外

クローバー歯科医院 さいたま市中央区鈴谷７－６－
１－１１２

048-853-8882 歯　小歯

鈴木歯科医院 さいたま市中央区本町西４－１
８－１４

048-854-1277 歯
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高島歯科医院 さいたま市中央区上落合３－８
－８　八幡ビル２Ｆ

048-853-0303 歯　小歯　矯歯　歯外

京埼歯科医院 さいたま市中央区下落合６－１
１－６　東京ビル２F

048-853-5005 歯

医療法人社団聖幸会はや
し歯科クリニック

さいたま市中央区下落合１０５
０－９　TTCビルディング四季
の棟２階２０１号室

048-823-3383 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団啓樹会アイ
リス歯科クリニック

さいたま市中央区本町東４－９
－１

048-852-7450 歯　小歯　歯外

一般社団法人与野歯科医
師会立与野歯科休日急患
診療所

さいたま市中央区本町東４－４
－３

048-706-8020 歯

今城歯科クリニック さいたま市中央区上落合２－３
－５　アルーサB館１Ｆ

048-859-6930 歯　小歯　矯歯

ノエル歯科クリニック さいたま市中央区八王子１－２
－２

048-857-6057 歯　小歯

ひがし歯科 さいたま市中央区鈴谷７－４－
８

048-851-6600 歯　小歯　歯外

きらら歯科クリニック さいたま市中央区鈴谷６－１－
１

048-858-4182 歯　小歯

医療法人社団誠智会南与
野駅歯科クリニック

さいたま市中央区鈴谷２－５４
８－９

048-840-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

鷹ノ巣歯科室 さいたま市中央区本町東５－１
８－２０　ソレイユ１０１

048-857-6999 歯　小歯

医療法人社団翠聖会パー
ル歯科医院

さいたま市中央区本町西５－２
－９　イオン与野ショッピングセ
ンター２Ｆ

048-856-4182 歯　小歯　矯歯　歯外

加茂歯科クリニック さいたま市中央区鈴谷５－３－
１５

048-711-6020 歯　小歯　矯歯　歯外

すわ歯科医院 さいたま市中央区新中里１－２
－１　石原ビル１階埼大通り面
店舗

048-706-8241 歯　小歯　矯歯　歯外

新都心アクアデンタルクリ
ニック

さいたま市中央区新都心４－１
３　アピアス新都心１階

048-600-1550 歯　小歯　歯外

医療法人社団仁慈会　ホ
ワイトデンタルクリニック

さいたま市中央区新都心１１－
２　明治安田生命さいたま新都
心ビル　ランドアクシスタワー１
階

048-601-4181 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団律心会なみ
こし歯科医院

さいたま市中央区上落合９－１
－１　ソレイユ大宮１階

048-857-7354 歯　小歯　矯歯　歯外

まこと歯科クリニック さいたま市中央区下落合６－１
１－１６

048-851-0101 歯　小歯　矯歯　歯外

岩崎デンタルオフィス さいたま市中央区下落合１０４
２　ウィンディヒル１Ｆ

048-831-7555 歯　小歯　矯歯　歯外

ホワイト歯科よの さいたま市中央区上落合３－３
－４０

048-858-4848 歯　小歯　矯歯　歯外

けやき歯科診療所 さいたま市中央区鈴谷２－６０
０－３

048-856-4184 歯　小歯　矯歯

うちだ歯科クリニック さいたま市中央区下落合４－２
１－１０　レスポワール北与野１
Ｆ

048-857-7710 歯　小歯　矯歯　歯外

福永歯科医院 さいたま市中央区本町西１－３
－３１

048-816-3666 歯　小歯　矯歯　歯外

たぐち歯科医院 さいたま市中央区上落合２－５
－２８　エディーヒルズ２階

048-855-5558 歯　小歯　矯歯　歯外

ナカニシデンタルクリニック さいたま市中央区大戸１－９－
７

048-826-6556 歯　小歯　歯外

与野グリーン歯科クリニッ
ク

さいたま市中央区下落合２－１
８－１２

048-762-3695 歯　小歯　矯歯　歯外
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KEI三共歯科 さいたま市中央区大戸５－３－
２５

048-762-3735 歯　小歯　歯外

まる歯科診療所 さいたま市中央区本町西３－１
０－１０　グランディール本町西
１Ｆ

048-852-0801 歯　小歯　歯外

えんなみ歯科 さいたま市中央区円阿弥２－１
１－２１

048-858-7770 歯　小歯　矯歯　歯外

哲学堂デンタルクリニック さいたま市中央区円阿弥４－７
－１７　スクエアハイツⅡ　２０３

048-711-4947 歯

たんの歯科 さいたま市中央区本町東１－９
－１０

048-859-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

Ｋデンタルクリニック さいたま市中央区鈴谷２－７４
３－３

048-799-3342 歯　小歯　矯歯　歯外

アール歯科セントラルクリ
ニック

さいたま市中央区新中里３－１
０－２

048-600-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団真博会　与
野駅前ヒロデンタルクリ
ニック

さいたま市中央区下落合１７１
２　スカイレジデンシャルタワー
ズ　ノースウィング１０２区画

048-764-8140 歯　小歯　矯歯　歯外

コバヤシデンタルオフィス さいたま市中央区新中里４－１
８－２０

048-831-6801 歯　小歯　矯歯　歯外

埼大通りむらた歯科 さいたま市中央区新中里１－３
－３　埼大通りメディカルビル２
階２C

048-815-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

ファーストデンタルクリニッ
ク

さいたま市中央区上落合８－３
－３２　ホームズさいたま中央
店２階

048-446-7610 歯　小歯　矯歯　歯外

たかなし歯科 さいたま市中央区八王子３－５
－１９

048-767-7130 歯　小歯　歯外

せきファミリー歯科 さいたま市中央区本町西２－１
０－１　アベニュー彩１Ｆ

048-767-8140 歯　小歯

医療法人聖仁会西部総合
病院

さいたま市桜区大字上大久保
８８４

048-854-1111 内　小　外　整　形　脳　呼内
消内　消外　循内　皮　肛外　耳
泌　眼　麻　リハ　乳外　神内
糖・内泌内

医療法人栄寿会林病院 さいたま市桜区西堀８－４－１ 048-855-5511 内　リハ
医療法人社団松弘会三愛
病院

さいたま市桜区田島４－３５－
１７

048-866-1717 循内　外　整　形　脳　泌　リハ
放　消内　消外　麻　呼外　内
心血　リウ　歯　歯外　糖内　眼
皮　耳

二階堂医院 さいたま市桜区栄和３－１３－
７

048-855-1011 産　婦　麻　内　小

医療法人伴友会伴医院 さいたま市桜区田島９－１２－
１２

048-862-5917 内　耳　小

白木医院 さいたま市桜区下大久保８３８
－１

048-855-4114 整

三恵クリニック さいたま市桜区神田２３６－２ 048-853-8910 外　皮
エムズ総合内科クリニック さいたま市桜区神田６０９－１ 048-855-5771 内　肝内　漢内　消内
小児科清水医院 さいたま市桜区西堀１－９－１

６
048-861-1634 小

医療法人せいわ会松谷内
科医院

さいたま市桜区西堀３－１－１
７

048-862-4003 内　放

医療法人社団博風会米山
眼科

さいたま市桜区田島５－２２－
２３

048-839-7707 眼

三宅耳鼻咽喉科医院 さいたま市桜区田島６－２－１
３－２

048-839-4711 耳

立花医院 さいたま市桜区南元宿１－１５
－１５

048-864-2300 内　小　放

川村医院 さいたま市桜区白鍬３２５－２ 048-855-2279 内　小　消内
小田内科医院 さいたま市桜区白鍬５６７－１８ 048-852-9511 内　小　胃　呼
木村医院 さいたま市桜区田島５－２４－

１
048-862-5500 内　小
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医療法人社団本多医院 さいたま市桜区栄和３－２１－
７

048-853-6867 内　放

山田皮フ科 さいたま市桜区田島５－２４－
８　小田切ビル２階

048-838-0590 皮

医療法人鳳仁会　七五三
こどもクリニック

さいたま市桜区五関１５０－５
MNビル

048-840-0234 アレ　小

医療法人健栄会保科クリ
ニック

さいたま市桜区田島１－７－２
１－３

048-711-1334 循内　精　呼内　内　リウ　消内
アレ　内泌・糖内　整　心外惠友クリニック さいたま市桜区町谷２－１５－

１
048-859-0010 外　内　循　胃

松永皮フ科・内科 さいたま市桜区下大久保１１１
１－７

048-840-3567 皮　内

すずのきクリニック さいたま市桜区田島７－１７－
２１

048-845-5566 心療　精　神　神内

さいたま市療育センターさ
くら草

さいたま市桜区田島２－１６－
２

048-710-5811 小　精　整　リハ　耳

医療法人清香会小野内科
クリニック

さいたま市桜区田島５－２３－
８　西浦和クリニックプラザ２０１

048-710-1020 内　糖内

おちあい脳クリニック さいたま市桜区田島５－１３－
１６

048-710-7575 脳　心内　精

イケダ医院 さいたま市桜区中島４－５－２
５

048-852-2176 内　心療　精

西浦和整形外科 さいたま市桜区田島５－２３－
８　西浦和クリニックプラザ１０１
号

048-866-1202 整

西堀整形外科内科 さいたま市桜区西堀１０－８－
１４

048-858-9911 内　整　リハ

つぼさか耳鼻咽喉科クリ
ニック

さいたま市桜区田島５－１９－
１　メゾンフェニックスFC２３ビル
１階

048-826-5477 耳

中浦和眼科医院 さいたま市桜区西堀５－３－４
０

048-838-8815 眼

さわだ整形外科クリニック さいたま市桜区西堀５－３－４
０

048-865-5252 整　リハ

ちづるファミリークリニック さいたま市桜区栄和１－８－２
５

048-762-6210 内　循内

夢眠クリニック さいたま市桜区町谷３－９－１
１

048-837-8500 内　小

にしむら内科クリニック さいたま市桜区西堀５－３－４
０

048-838-7149 内　消内

医療法人社団桜友会　す
こやかファミリークリニック

さいたま市桜区田島５－２５－
３　シティルミエール西浦和１階

048-872-0022 内　小

おぎしま内科 さいたま市桜区大久保領家３４
３－５

048-711-2062 内　リウ

高崎歯科クリニック さいたま市桜区栄和６－３－１
４

048-856-0606 歯　小歯　矯歯

おおせ歯科 さいたま市桜区神田１４８－１ 048-855-3571 歯　小歯　歯外
伴歯科医院 さいたま市桜区西堀１－１１－

６
048-838-8623 歯　小歯

宮子歯科医院 さいたま市桜区西堀３－２５－
２

048-862-6648 歯

土合歯科 さいたま市桜区西堀６－１４－
２４

048-864-1233 歯

鶴岡歯科医院 さいたま市桜区大久保領家１１
１－７

048-854-3801 歯　矯歯

トモデンタルクリニック さいたま市桜区大久保領家３２
０－５

048-858-1722 歯　矯歯　小歯

山田歯科クリニック さいたま市桜区田島５－９－１
１Ｆ

048-862-6863 歯

西浦和歯科医院 さいたま市桜区田島５－２０－
１５　土屋ビル２Ｆ

048-861-0550 歯
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草地歯科田島診療所 さいたま市桜区田島５－２３－
１５

048-863-8681 歯

西田歯科クリニック さいたま市桜区田島５－２４－
１５

048-837-8300 歯　小歯

かやの・五味こども歯科矯
正歯科

さいたま市桜区田島５－２５－
８　U２１ビル３階

048-862-6041 矯歯　小歯

塙歯科医院 さいたま市桜区田島６－２－１
３－３

048-862-1715 歯

岡村歯科医院 さいたま市桜区田島７－１８－
５

048-864-8148 歯　小歯

とどこ歯科医院 さいたま市桜区道場３－１５－
１７　サツキハイム１階１号

048-863-0824 歯

小田歯科医院 さいたま市桜区白鍬５６７－１６ 048-852-3232 歯　小歯
小山歯科医院 さいたま市桜区白鍬７４－４ 048-854-2911 歯
小野寺歯科医院 さいたま市桜区下大久保１１２

９－１
048-857-0275 歯　小歯　矯歯

笠井歯科医院 さいたま市桜区上大久保７８０
－１

048-851-4141 歯

あさひとう歯科クリニック さいたま市桜区上大久保３６８
－５

048-855-8800 歯　小歯　矯歯　歯外

かおる歯科医院 さいたま市桜区西堀３－１６－
２６　プリムラ浦和１Ｆ

048-839-4182 歯　小歯　矯歯　歯外

桜田歯科医院 さいたま市桜区桜田３－９－２
８

048-837-2287 歯　矯歯　歯外

三村歯科医院 さいたま市桜区南元宿２－２２
－１０

048-855-8676 歯　矯歯　小歯

ベル歯科医院 さいたま市桜区白鍬７５８－１
パストラルＮｏ６　１階

048-859-1822 歯　小歯　矯歯　歯外

こみね歯科医院 さいたま市桜区田島４－３８－
３　プレジデントビル２Ｆ

048-866-6287 歯

医療法人社団粋明会浦和
クレセント歯科クリニック

さいたま市桜区田島３－１８－
３　リンドウスタロス１－Ｄ

048-836-4005 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団創仁会西浦
和クリニックプラザ歯科

さいたま市桜区田島５－２３－
８－２０２

048-838-4618 歯　小歯　矯歯

医療法人結愛会たきもと
歯科クリニック

さいたま市桜区下大久保８３０
－３

048-857-8100 歯　小歯　矯歯　歯外

こば歯科 さいたま市桜区栄和５－２２－
２１

048-857-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

サクラディアデンタルクリ
ニック

さいたま市桜区道場２－１－１
サクラディアサークルコート１階

048-840-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

かわの歯科医院 さいたま市桜区白鍬２６３－１ 048-858-1010 歯　小歯　矯歯　歯外
フェニックス歯科クリニック さいたま市桜区田島５－１９－

１
048-762-7767 歯　小歯　歯外

いわね歯科クリニック さいたま市桜区西堀１０－１１
－３８　ファミールヒナタ１Ｆ

048-753-9045 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団純厚会さい
たま歯科口腔外科クリニッ
ク

さいたま市桜区田島５－６－１
第２プレジデントビル１階

048-866-1488 歯　歯外

アップル歯科 さいたま市桜区西堀５－３－４
０

048-865-7777 歯　小歯　歯外

アイデンタルクリニック さいたま市桜区西堀３－３－１
９

048-711-6322 歯　小歯　矯歯　歯外

さくら駅前歯科 さいたま市桜区田島５－２５－
２

048-872-1177 歯　小歯　矯歯　歯外

髙野デンタルオフィス さいたま市桜区上大久保２０５
－５

048-855-3939 歯　小歯　矯歯　歯外

独立行政法人地域医療機
能推進機構埼玉メディカル
センター

さいたま市浦和区北浦和４－９
－３

048-832-4951 内　外　小　整　皮　泌　麻　産
婦　眼　耳　神経精　放　脳　リ
ウ　形　心療　循内　神内　消外
病診断　呼内　消内　糖内　内
泌内　呼外　乳外　腎内　心血
血内

医療法人石川病院 さいたま市浦和区高砂３－１７
－１７

048-861-2161 産婦　形　美
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医療法人川久保病院 さいたま市浦和区東高砂町２９
－１８

048-882-2916 外　内　整　リハ

医療法人社団望星会望星
病院

さいたま市浦和区針ヶ谷１－８
－１４

048-834-0291 泌　内　腎内

中島眼科医院 さいたま市浦和区岸町４－２６
－１－１１３

048-822-2547 眼

医療法人鎌田医院 さいたま市浦和区岸町４－２３
－８

048-829-2077 内　外　整　神内　消内　肛外

恵生医院 さいたま市浦和区上木崎４－８
－１５

048-824-7121 内　胃内　小　肛外　外　整　婦
リハ

加藤クリニック さいたま市浦和区前地２－３－
１１

048-882-0034 産婦　内　小

飯島医院 さいたま市浦和区駒場１－１２
－１

048-882-5649 産婦　小

永振クリニック浦和 さいたま市浦和区岸町７－１２
－７

048-837-8811 整　内

医療法人社団慶育会セン
トウィメンズクリニック

さいたま市浦和区東高砂町９
－１　SUMIDA　 ONE　本館４階

048-871-1771 婦　産

青木医院 さいたま市浦和区岸町２－８－
１３

048-829-2518 整　外　皮　アレ　リハ

岩崎内科診療所 さいたま市浦和区岸町７－１－
２

048-822-8557 内　小　リハ

医療法人小野耳鼻咽喉科
医院

さいたま市浦和区高砂１－１０
－７

048-822-6063 耳　気

高田クリニック さいたま市浦和区常盤１－３－
１７

048-831-2023 産婦　皮　小　内　放　麻　乳外

石井医院 さいたま市浦和区神明１－２２
－６

048-822-3491 内　循内

若山医院眼科耳鼻咽喉科 さいたま市浦和区仲町１－１－
６

048-822-2250 眼　耳

すずき小児科 さいたま市浦和区仲町１－６－
６　うらわメディカルＢｌｄ．３階

048-824-2505 小

九里医院 さいたま市浦和区東岸町２－１
５

048-882-9503 外　内　胃　小　整　皮　肛

キリサワ産婦人科クリニッ
ク

さいたま市浦和区東高砂町２２
－６

048-887-7200 内　産婦

吉野医院 さいたま市浦和区東高砂町２６
－１７

048-882-2598 内　消内　整

山崎外科泌尿器科診療所 さいたま市浦和区東仲町２６－
２６

048-885-7595 外　泌

楢原医院 さいたま市浦和区東仲町４－１
７

048-882-3779 内　小　循内　糖内

浦和民主診療所 さいたま市浦和区北浦和５－１
０－７

048-832-6172 内　糖内　循内

医療法人邦友会曽我外科
医院

さいたま市浦和区領家５－１０
－１５

048-882-4950 肛　外　整　胃　小

髙木皮膚科 さいたま市浦和区針ヶ谷３－５
－１

048-832-0550 皮

石川内科 さいたま市浦和区岸町４－２４
－１２

048-822-4080 内　循内　呼内　小

田島クリニック さいたま市浦和区岸町５－８－
１７

048-822-5769 精

医療法人水谷医院 さいたま市浦和区岸町６－３－
１５

048-822-3035 内　胃　小　放

里見整形外科クリニック さいたま市浦和区岸町７－１１
－２　（松栄浦和ビル１F）

048-866-7620 整　形

三田眼科医院 さいたま市浦和区岸町７－９－
１４

048-822-4814 眼

 5 - 10 - 32



資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表

施設名 所在地 電話番号 診療科目

古藤内科医院 さいたま市浦和区元町１－２２
－６

048-886-6753 内

向井医院 さいたま市浦和区元町１－７－
９

048-886-8093 皮　泌

徳橋医院 さいたま市浦和区元町２－３２
－１８

048-886-9352 皮

佐藤クリニック さいたま市浦和区元町２－８－
１２

048-886-9240 外　胃内　肛外

小川クリニック（診療所） さいたま市浦和区高砂１－１３
－２　ヤママンビル３階

048-834-5525 内　精　神　心療

いとう医院 さいたま市浦和区高砂２－１０
－１１

048-822-9492 皮　小

みむら小児科 さいたま市浦和区上木崎１－１
１－３

048-831-4507 小　内

塩野医院　総合クリニック さいたま市浦和区上木崎２－１
４－２

048-833-8513 胃内　内　外　整　消内　老内
腫内　疼内　漢内　小　皮　耳
泌　アレ　臨検

馬場内科消化器科クリニッ
ク

さいたま市浦和区常盤１０－１
０－１８

048-831-9938 内　消

医療法人社団健生会とね
川医院

さいたま市浦和区常盤６－１１
－７

048-824-7337 内　胃　循　放　小

ゆう・こどもクリニック さいたま市浦和区常盤９－３１
－１１

048-832-2070 小

高野クリニック さいたま市浦和区常盤９－３２
－２８　荘栄第一ビル２階

048-824-1296 内　皮　アレ

鎌田眼科 さいたま市浦和区神明２－１９
－９

048-832-2908 眼

かさい医院 さいたま市浦和区針ヶ谷２－１
４－３

048-833-6226 外　消　リハ　内　小

阪医院 さいたま市浦和区針ヶ谷３－１
１－１３

048-825-1951 内　外　小　消　皮　リハ

谷本耳鼻咽喉科医院 さいたま市浦和区瀬ヶ崎１－２
０－４

048-886-1575 耳　麻

谷本眼科医院 さいたま市浦和区瀬ヶ崎１－３
－１２

048-887-0077 眼

川原小児科内科医院 さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１
７－１２

048-886-1714 小　内

医療法人社団望星会望星
クリニック

さいたま市浦和区前地３－１７
－３

048-887-6691 泌

医療法人聖医会久保皮膚
科医院

さいたま市浦和区前地３－８－
１３

048-882-6530 皮

今泉皮ふ科医院 さいたま市浦和区大東３－３５
－２２

048-886-1191 皮

西村整形外科 さいたま市浦和区仲町２－９－
１３

048-824-0611 整　リハ　放

石田医院 さいたま市浦和区仲町３－８－
６

048-822-4301 小　内

石田医院 さいたま市浦和区仲町４－１６
－１

048-861-2186 内　皮

なかま整形外科 さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３　D号室

048-823-3636 整　リハ

野村クリニック さいたま市浦和区常盤２－９－
１２

048-822-3259 精　神　心療

佐藤医院 さいたま市浦和区東高砂町２４
－８

048-882-9085 内　循内　小

滝本眼科医院 さいたま市浦和区東高砂町６
－１９

048-882-6769 眼

井原小児科医院 さいたま市浦和区東高砂町８
－９

048-882-2377 小　アレ
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荒木医院 さいたま市浦和区東仲町２７－
２４

048-882-4815 耳

大谷内科胃腸科 さいたま市浦和区東仲町３０－
２０　東仲町ビル３階

048-883-1177 内　胃　循　呼

医療法人社団明悠会　小
原クリニック

さいたま市浦和区東高砂町９
－１　SUMIDA　 ONE　本館３階

048-883-5860 心療　精

白峰クリニック さいたま市浦和区上木崎４－２
－２５

048-831-0012 精　心療

吉沢医院 さいたま市浦和区北浦和１－８
－３

048-881-4381 泌

小島眼科医院 さいたま市浦和区元町２－９－
５

048-711-2701 眼

権田医院 さいたま市浦和区北浦和２－１
１－２３

048-831-5427 小　内

おおはら医院 さいたま市浦和区北浦和３－１
９－１７

048-831-3880 内　小　胃内

五十嵐皮膚科医院 さいたま市浦和区北浦和３－２
－５　YK－１８ビル３F

048-824-3350 皮

阿部クリニック さいたま市浦和区北浦和３－７
－３

048-833-3633 内　消内

坂井眼科 さいたま市浦和区北浦和３－８
－１０

048-831-8819 眼

星内科クリニック さいたま市浦和区北浦和４－１
－１１　岩崎ビル１階

048-831-5750 内　呼　消　循

イサオクリニック さいたま市浦和区北浦和４－３
－１０　若松家ビル３Ｆ４Ｆ

048-834-0177 精　神精　心療

志村医院 さいたま市浦和区本太１－１９
－５

048-882-7919 内　消内　外　小

藤野医院 さいたま市浦和区本太２－２７
－２

048-882-3237 内　放

早川内科小児科医院 さいたま市浦和区本太５－２９
－１５

048-882-6025 内　小　消

医療法人社団木崎診療所 さいたま市浦和区木崎１－２－
１１

048-886-3546 内　整　小

医療法人羽尾内科医院 さいたま市浦和区領家５－１１
－１８

048-886-9243 内　消　循

里村医院 さいたま市浦和区領家６－１５
－２０

048-831-4580 内　小　皮

加藤整形外科 さいたま市浦和区常盤１０－９
－２０

048-825-3875 整　リハ

高梨医院 さいたま市浦和区高砂１－８－
１０

048-822-2220 外　整　泌　脳　リハ　胃内　内
皮

細川内科循環器科クリニッ
ク

さいたま市浦和区北浦和３－７
－１５　アイネスイワタビル１Ｆ

048-825-5248 内　循

岩﨑内科クリニック さいたま市浦和区元町２－１－
１６

048-886-2869 内　消内

菊池医院 さいたま市浦和区仲町２－６－
１４

048-833-3510 内　胃内

大竹眼科医院 さいたま市浦和区本太２－３－
３１

048-882-7885 眼

一般社団法人浦和医師会
メディカルセンター

さいたま市浦和区常盤６－４－
１８

048-824-1629 内　放

さいたま市浦和休日急患
診療所

さいたま市浦和区常盤６－４－
１８

048-833-0119 内　小　歯

仲田内科 さいたま市浦和区岸町４－２－
１４

048-827-2520 内　循　呼

皮フ科さくらクリニック さいたま市浦和区仲町１－５－
７　森寅ビル２階

048-824-0261 皮
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医療法人石川会石川医院 さいたま市浦和区前地３－１１
－１８

048-882-9739 内　循

和田記念医院 さいたま市浦和区領家２－２－
２

048-886-8508 整　リウ　リハ

いいじまクリニック さいたま市浦和区本太５－４０
－２２

048-887-0126 内　小　心療　耳

さとう耳鼻咽喉科 さいたま市浦和区元町２－８－
１２

048-886-3301 耳　小　気

おく耳鼻科クリニック さいたま市浦和区常盤９－３２
－１５　今井ﾋﾞﾙ４Ｆ

048-835-2211 耳

松田クリニック さいたま市浦和区常盤９－３２
－１５　今井ビル３Ｆ

048-823-4651 内　呼　循　リウ　アレ

こんの眼科 さいたま市浦和区常盤１０－７
－１１

048-830-0533 眼

宮田整形外科 さいたま市浦和区大東３－２６
－１０

048-871-0955 整　リハ

康成クリニック さいたま市浦和区常盤９－４－
８

048-835-3321 内　循　呼　消　外　小

きむら内科クリニック さいたま市浦和区大東３－２６
－１１

048-871-1566 内　小

まつだクリニック さいたま市浦和区高砂２－１１
－１３　新和ビル２Ｆ

048-823-0101 泌　内

しぶや眼科クリニック さいたま市浦和区上木崎２－３
－２　上木崎メディカルビル１階

048-822-7000 眼　小眼

やまだ内科クリニック さいたま市浦和区上木崎２－３
－２　上木崎メディカルビル３Ｆ

048-831-1511 内　胃　循　呼

わかば医院 さいたま市浦和区上木崎４－１
１－２０

048-831-9204 内　糖内　神　歯

杉山整形外科 さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１
６－１　２F

048-813-6262 整　リハ　皮　リウ　外

ファミリークリニック さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１
６－１　武笠ビル１Ｆ

048-881-7424 内　呼　小　アレ　皮泌

牛久保耳鼻咽喉科 さいたま市浦和区上木崎２－３
－２　上木崎メディカルビル２階
２０１号

048-831-8741 耳

医療法人やまぐち内科クリ
ニック

さいたま市浦和区高砂１－２－
１　エイペックスタワー浦和１０
４

048-834-8828 内　呼内　アレ

鹿田皮膚科クリニック さいたま市浦和区東仲町３０－
２０　１階

048-883-8822 皮

北浦和整形外科内科 さいたま市浦和区北浦和１－２
１－１８

048-824-9911 整　内　リハ

岩崎整形外科 さいたま市浦和区東仲町３０－
２０　東仲町ビル２階

048-884-7111 整　リハ

安田内科クリニック さいたま市浦和区高砂２－２－
２０　駒崎ビル２Ｆ－２０１

048-835-2188 内　呼　循　アレ

石井クリニック さいたま市浦和区北浦和４－３
－８　テックビル４階４０１号

048-833-0010 泌　内　女泌

山崎整形クリニック さいたま市浦和区高砂２－２－
２０　Ｋビル３階

048-814-0260 整　リハ　内　麻

こようクリニック さいたま市浦和区常盤７－１１
－２２

048-814-1750 内　小　消

浦和整形外科 さいたま市浦和区高砂１－４－
１　ＡＢＣビル３Ｆ

048-823-1111 内　整　リハ　リウ　麻

医療法人英康会登坂医院 さいたま市浦和区北浦和１－１
－１１　登坂ビル３階

048-886-2325 内　リハ

医療法人こう外科クリニッ
ク

さいたま市浦和区高砂１－２－
１　エイペックスタワー浦和２０
８

048-833-3355 外　乳外
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医療法人社団伸癒会清水
整形外科クリニック

さいたま市浦和区元町２－２４
－８

048-881-6738 整　リハ

やまうちクリニック さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３　メディカルモール新都心
２階

048-823-7800 内　消内

小泉皮フ科クリニック さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３

048-823-4112 皮

にしむらこどもクリニック さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３　メディカルモール新都心
１階

048-823-7795 小

坂井メンタルクリニック さいたま市浦和区仲町１－２－
１２　関根ビル４F

048-824-7302 精　神　心療

アイ　メディカル　クリニック さいたま市浦和区仲町１－１－
１０　WING浦和ビル４階

048-831-9663 眼

かめの森診療所 さいたま市浦和区岸町７－４－
２

048-796-7633 耳　アレ　小

医療法人社団由莉会岩下
眼科

さいたま市浦和区東高砂町２３
－１０

048-881-1103 眼

フジタ整形外科 さいたま市浦和区東仲町１１－
５　ガーデン浦和東口ビル２階

048-813-6260 整　リハ

すがやハートクリニック さいたま市浦和区北浦和３－１
１－１　第２北浦和メゾン１Ｆ

048-793-5766 内　循内

あさば内科 さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－９
－６　１Ｆ

048-871-0055 内　糖内

メンタルヘルス田井クリ
ニック

さいたま市浦和区高砂３－２－
１０　草野高砂ビル６Ｆ

048-816-5521 精　心療

たかしまアイクリニック さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１
－２５

048-885-4146 眼

謙愛クリニック さいたま市浦和区東仲町２５－
２９　太陽堂ビル３階

048-811-1220 心療　精　内

松田メンタルクリニック さいたま市浦和区高砂２－１２
－１２　あづまビル３Ｆ

048-823-9331 心療　精　内

のりこレディースクリニック さいたま市浦和区高砂２－５－
５　Ｋ１ビル５階

048-829-0711 産婦

かわさき眼科 さいたま市浦和区常盤９－３２
－１５　今井ビル２階

048-789-7500 眼

さいたま訪問診療所 さいたま市浦和区北浦和４－２
－６　中村第一ビル３０２号

048-834-3966 内　皮　形　眼

イーストメディカルクリニッ
ク

さいたま市浦和区東高砂町３
－２　ハイフィールドビル４階、
５階

048-799-2211 内　消内　乳外

吉井眼科クリニック さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３　メディカルモール新都心
３階

048-829-7910 眼

千春皮フ科クリニック さいたま市浦和区東高砂町９
－１　ＳＵＭＩＤＡ　ＯＮＥ本館５
階

048-813-1188 美皮　皮　小皮　形

塚越クリニック さいたま市浦和区高砂２－５－
５　ＫＩビル４Ｆ

048-823-8080 形　外

大嶋皮膚科クリニック さいたま市浦和区常盤９－３３
－１７　グランスィート浦和常盤
１階

048-835-5271 皮

かせ心のクリニック さいたま市浦和区北浦和１－１
－７　北原ビル２階

048-813-0707 心内　精

パンジー皮膚科クリニック さいたま市浦和区岸町４－２－
１５　石内ビル３階

048-834-0007 皮

青木内科クリニック さいたま市浦和区領家２－９－
１７

048-886-5014 内　リウ

浦和つばさ眼科 さいたま市浦和区東高砂町１１
－１　浦和パルコ２階

048-611-8471 眼
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ねもと内科 さいたま市浦和区北浦和１－１
６－７　オガワビル１階Ｂ号室

048-753-9510 内　消内　血内　女内

医療法人天尽会敬愛クリ
ニック

さいたま市浦和区高砂２－５－
１　ＫＯＭＯＮ３階

048-711-7582 内　婦

うらわ内科・在宅医療クリ
ニック

さいたま市浦和区木崎４－１７
－１－３０１

048-877-8417 内　外　心内

みらい胃・大腸内視鏡クリ
ニック

さいたま市浦和区仲町１－６－
６　うらわメディカルBld.2階

048-822-7140 外　内視外

アキ循環器・血管外科クリ
ニック

さいたま市浦和区仲町１－６－
６　うらわメディカルBld．４階４０
２号室

048-825-7777 循内　血外

とらキッズクリニック さいたま市浦和区北浦和３－８
－１０　アルシュセマ１０２号室

048-829-7857 小

浦和第一美容クリニック さいたま市浦和区高砂２－１－
２０　日建高砂ビル５階

0120-339-111 美　美皮

医療法人社団彩の風浦和
スキンケアクリニック

さいたま市浦和区仲町１－６－
４　ソサナビル４階

048-826-0001 皮　美皮

浦和くすのき歯科 さいたま市浦和区高砂４－９－
１０－３

048-865-1188 歯　小歯　矯歯　歯外　内

とよだ眼科クリニック さいたま市浦和区岸町７－１－
１０

048-823-5800 眼

さとむら内科クリニック さいたま市浦和区神明２－１３
－１３　金子ビル２階

048-865-3330 内　リウ　循内　感染内　腎内
臨検

村木クリニック さいたま市浦和区常盤９－３３
－１８

048-823-2121 内　循内　糖内

浦和レディースクリニック さいたま市浦和区高砂１－１４
－１４　たけふじビル５階

048-767-6297 婦

ゆりレディースクリニック さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３　メディカルモール新都心
２階

048-767-6008 産婦

いいだ皮膚科 さいたま市浦和区北浦和３－７
－３　石井ビル１Ｆ

048-825-4112 皮　小皮　形

オジスキンクリニック さいたま市浦和区仲町１－１－
１４　ＭＥＦＵＬＬ浦和６Ｆ・７Ｆ

048-711-5975 形　美　美皮

いちはら整形外科 さいたま市浦和区仲町３－１３
－９

048-822-2312 整　リハ

医療法人社団水聖会　メ
ディカルスキャニング北浦
和

さいたま市浦和区北浦和１－３
－１６　サンコロマール１階

048-815-1717 放　内

北浦和眼科 さいたま市浦和区北浦和４－３
－１　かとれあビル１・２階

048-767-7838 眼

浦和消化器内視鏡クリニッ
ク

さいたま市浦和区東高砂町９
－１　SUMIDA ONE本館２階

048-886-7149 消内　内視内　胃内　肛内

かつむらアイプラストクリ
ニック

さいたま市浦和区仲町１－３－
５　モリックスビル４Ｆ・５Ｆ

048-711-6090 眼

コアラ小児科アレルギー科 さいたま市浦和区仲町１－３－
５　モリックスビル２階

048-832-2525 小　アレ

浦和駅前眼科診療所 さいたま市浦和区高砂１－１３
－２　ヤママンビル２Ｆ

048-822-6662 眼

浦和メディカルクリニック さいたま市浦和区高砂１丁目１
４番１３号　ガーデンシティ４Ｆ

048-711-5328 美外　美皮

おくまき内科・消化器内視
鏡クリニック

さいたま市浦和区上木崎１－２
－５　東栄アネックス与野２Ｆ

048-767-8717 内　消内

ＢＲＩＧＨＴＳ　ｂｅａｕｔｙ　ｃｌｉｎｉ
ｃ

さいたま市浦和区仲町１－４－
１２　Ｃｒｏｂｉｓ浦和５Ｆ

048-767-5780 美外　美皮　内

深澤歯科医院 さいたま市浦和区岸町１－１２
－１５

048-822-4773 歯

大関歯科医院 さいたま市浦和区岸町３－１５
－１２

048-822-3250 歯　小歯　矯歯　歯外
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栗下歯科医院 さいたま市浦和区岸町４－１４
－９

048-822-3556 歯

松本歯科クリニック さいたま市浦和区岸町５－１１
－７

048-824-2300 歯

青木歯科 さいたま市浦和区岸町７－１－
２９

048-822-3040 歯　小歯　矯歯　歯外

大谷歯科医院 さいたま市浦和区岸町７－２－
５

048-822-9247 歯　小歯　歯外

善積歯科医院 さいたま市浦和区元町２－１２
－８

048-886-6736 歯　矯歯　小歯

山根歯科医院 さいたま市浦和区元町２－８－
１

048-886-8622 歯

奥村歯科医院 さいたま市浦和区元町３－１７
－５　和田ビル１F

048-881-8057 歯　矯歯　小歯

島田歯科医院 さいたま市浦和区元町３－９－
２

048-886-6018 歯

小谷野歯科 さいたま市浦和区高砂１－１２
－１　コルソ７Ｆ

048-824-5421 歯

こやた歯科医院 さいたま市浦和区高砂１－１４
－１４　たけふじビル３Ｆ

048-822-8201 歯

医療法人社団健祐会とく
やま歯科医院

さいたま市浦和区高砂１－２－
１－２０３

048-822-2228 歯　小歯　矯歯

山田歯科医院 さいたま市浦和区高砂２－１４
－１５

048-822-4364 歯　小歯　歯外

浦和歯科クリニック さいたま市浦和区岸町４－２６
－１　ライオンズマンション　コ
スタ・タワー浦和２０１

048-829-2891 歯　歯外　小歯

医療法人社団真施会　ク
レ歯科・矯正歯科

さいたま市浦和区高砂３－８－
１３

048-822-6301 歯　小歯　矯歯　歯外

小坂歯科クリニック さいたま市浦和区高砂４－３－
２１

048-866-1225 歯

大島歯科診療所 さいたま市浦和区高砂４－７－
５

048-864-2778 歯

入江歯科医院 さいたま市浦和区上木崎１－１
０－１５　入江ビル２階

048-832-8131 歯　小歯　矯歯　歯外

武田歯科医院 さいたま市浦和区上木崎１－１
－５　霜田ビル２Ｆ

048-832-1523 歯　小歯

山崎歯科医院 さいたま市浦和区上木崎２－１
５－１８

048-832-0457 歯

矢尾歯科医院 さいたま市浦和区上木崎２－２
－１６

048-825-2525 歯　矯歯　小歯

キムラ歯科 さいたま市浦和区上木崎２－２
－２

048-824-3211 歯

市川歯科医院 さいたま市浦和区上木崎４－７
－１０　道興ビル２Ｆ

048-824-1748 歯

関口歯科医院 さいたま市浦和区上木崎５－１
６－１

048-822-0118 歯　小歯

上木崎歯科診療所 さいたま市浦和区上木崎６－２
７－９

048-824-0531 歯　矯歯　小歯

小宮山歯科医院 さいたま市浦和区常盤１０－１
１－１８

048-832-3866 歯

倉根歯科医院 さいたま市浦和区常盤１０－１
－９

048-831-5672 歯

上原歯科医院 さいたま市浦和区常盤１０－２
２－１４ 尾張屋レジデンスＡ－
１１

048-824-0017 歯

たかデンタルクリニック さいたま市浦和区常盤１０－８
－７　ときわビル１F

048-832-4724 歯　小歯

熊坂歯科医院 さいたま市浦和区常盤３－２３
－２０

048-886-8504 歯
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高島歯科クリニック さいたま市浦和区常盤５－１－
３

048-831-5595 歯　矯歯　小歯　歯外

ほり歯科医院 さいたま市浦和区常盤６－２－
１　井原ビル２Ｆ

048-834-1833 歯　矯歯　小歯

大山歯科医院 さいたま市浦和区常盤６－８－
１１

048-831-5318 歯

伊沢歯科医院 さいたま市浦和区常盤１０－９
－１７　スクエア常盤３F

048-831-9305 歯　小歯　矯歯　歯外

猪狩歯科医院 さいたま市浦和区針ヶ谷３－８
－１９

048-831-5463 歯

野村歯科クリニック さいたま市浦和区瀬ヶ崎２－２
－８

048-882-0575 歯　小歯

橘田歯科医院 さいたま市浦和区前地３－２－
２

048-882-4482 歯　小歯　矯歯　歯外

ナグモ歯科　クワバラクリ
ニック

さいたま市浦和区東高砂町２
－３　プリムローズビル４Ｆ

048-762-8265 歯　小歯　矯歯　歯外

まつうら矯正歯科医院 さいたま市浦和区仲町２－１６
－５

048-824-8118 矯歯

波多野歯科医院 さいたま市浦和区仲町２－３－
２

048-825-8020 歯　矯歯　歯外　小歯

土屋歯科医院 さいたま市浦和区仲町３－７－
１２

048-822-2873 歯　小歯

宮川歯科医院 さいたま市浦和区仲町４－１２
－７

048-861-9491 歯

鹿島歯科医院 さいたま市浦和区仲町４－２－
１４　掛川ビル２F

048-866-0883 歯

ちだ歯科クリニック さいたま市浦和区東高砂町２２
－２

048-882-8578 歯　小歯　矯歯　歯外

ヘンミ矯正歯科クリニック さいたま市浦和区東高砂町２４
－９

048-881-8111 矯歯

丸山歯科医院 さいたま市浦和区高砂１－２－
１　ＡＰＥＸタワー浦和南館２１５

048-834-8241 歯　矯歯　小歯　歯外

リーガル歯科 さいたま市浦和区東仲町３－１
５

048-886-9011 歯

おさだ歯科医院 さいたま市浦和区北浦和１－２
２－１０ 　毛利ビル１Ｆ

048-885-1118 歯　小歯　歯外

さいかわ歯科医院 さいたま市浦和区北浦和１－２
－２　北浦和ビル２Ｆ

048-832-1887 歯　小歯

歯科れいわ医院 さいたま市浦和区北浦和３－２
１－４

048-824-6947 歯　歯外

森山歯科クリニック さいたま市浦和区北浦和３－４
－１４　名古谷ビル３Ｆ

048-832-1220 歯　矯歯　小歯

北浦和歯科診療所 さいたま市浦和区北浦和３－９
－１０

048-831-7535 歯　小歯　矯歯　歯外

吉田歯科 さいたま市浦和区北浦和４－２
－６　中村ビル２Ｆ

048-832-6778 歯　矯歯　小歯

野中歯科クリニック さいたま市浦和区北浦和５－１
５－１

048-824-8211 歯　小歯

早川歯科医院 さいたま市浦和区本太１－３８
－１４

048-882-4323 歯

塩野歯科クリニック さいたま市浦和区本太３－２１
－８

048-811-1616 歯　矯歯　小歯

並木歯科医院 さいたま市浦和区本太４－７－
１４

048-882-4809 歯　小歯　矯歯　歯外

木崎歯科医院 さいたま市浦和区木崎１－１５
－１１

048-881-7222 歯　小歯

せがわ歯科医院 さいたま市浦和区木崎２－３４
－１１

048-834-0118 歯　矯歯　小歯

髙島歯科医院 さいたま市浦和区領家４－８－
１９

048-884-3290 歯
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筒井歯科医院 さいたま市浦和区領家５－１０
－１２　井村ハイツ２Ｆ

048-883-3948 歯

しおの歯科医院 さいたま市浦和区領家６－１２
－１２

048-825-3963 歯　小歯　矯歯　歯外

海野歯科クリニック さいたま市浦和区本太２－２７
－２１

048-887-5484 歯　小歯　矯歯

しみずデンタルクリニック さいたま市浦和区北浦和４－１
－５　２Ｆ

048-827-5166 歯　小歯　矯歯　歯外

石塚矯正歯科クリニック さいたま市浦和区北浦和３－２
－５　古セキビル４階

048-832-4144 矯歯

きたばたけ歯科医院 さいたま市浦和区常盤９－３３
－１７　グランスイート浦和常盤
１階

048-827-5252 歯　小歯　矯歯　歯外

関口歯科医院 さいたま市浦和区前地２－１２
－１　ケイビル１０１

048-883-8148 歯　小歯

折原歯科室 さいたま市浦和区前地１－１０
－１９

048-883-3511 歯

さいす歯科医院 さいたま市浦和区東岸町８－７ 048-883-4618 歯　小歯　矯歯　歯外
浦和駅前トマト歯科医院 さいたま市浦和区東仲町１－２

３　石井ビル５階
048-811-1122 歯　小歯　矯歯　歯外

埼玉県歯科医師会口腔保
健センター

さいたま市浦和区針ヶ谷４－２
－６５　彩の国すこやかプラザ
４階

048-835-3210 歯　小歯　歯外

DENTALOFFICEかきぬま
歯いしゃ

さいたま市浦和区高砂２－５－
１１　シティハウス浦和高砂１Ｆ

048-822-1212 歯　小歯　矯歯　歯外

大畑歯科口腔外科 さいたま市浦和区岸町２－１０
－１

048-814-2701 歯　小歯　歯外

さくら歯科医院 さいたま市浦和区上木崎１－１
０－１　グランデュオ北街区N１
０１C

048-822-4182 歯　小歯　矯歯　歯外

フローラ歯科クリニック さいたま市浦和区上木崎２－３
－２　上木崎メディカルビル１階
１０２

048-827-2950 歯　小歯

たつとみ歯科医院 さいたま市浦和区大東３－１－
３　イーストヒル１階

048-881-6474 歯　小歯　歯外

エミデンタルクリニック さいたま市浦和区高砂３－６－
１６　２Ｆ

048-835-4412 歯　小歯

ＡＢＣデンタル・矯正歯科ク
リニック

さいたま市浦和区東高砂町１４
－４　サンライズハスミ２Ｆ

048-813-8134 歯　小歯　矯歯

県庁通りさくら歯科 さいたま市浦和区高砂３－６－
１７　ヨシノビル１Ｆ

048-823-7520 歯　小歯　矯歯　歯外

よしはら歯科クリニック さいたま市浦和区北浦和１－１
６－７　オガワビル１階

048-885-4180 歯　小歯　矯歯

さがら歯科医院 さいたま市浦和区常盤３－１６
－８

048-823-3477 歯

北浦和デンタルクリニック さいたま市浦和区常盤１０－１
９－１５　１号室

048-833-6601 歯

大江ビル矯正歯科 さいたま市浦和区仲町１－２－
１３　大江ビル３Ｆ

048-832-8035 矯歯

工藤歯科医院 さいたま市浦和区上木崎２－２
－１３

048-824-0539 歯

医療法人社団憲優会はー
とふる歯科クリニック

さいたま市浦和区北浦和３－４
－２　Ｍビル５階

048-834-2118 歯　小歯　歯外

医療法人和かずデンタル
クリニック

さいたま市浦和区北浦和１－１
１－１８　サンヴェール北浦和１
Ｆ

048-815-8211 歯　小歯　矯歯　歯外

マーガレット歯科 さいたま市浦和区東仲町９－５
ＤＫＳビル２階

048-886-8241 歯　小歯

ありま歯科医院 さいたま市浦和区瀬ヶ崎３－１
６－１

048-886-2005 歯　小歯　矯歯
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波多野デンタルクリニック さいたま市浦和区仲町１－５－
７

048-825-1234 歯　歯外

あんどう矯正歯科 さいたま市浦和区仲町２－３－
１９　平田ビル２階

048-825-7588 矯歯

高橋歯科医院 さいたま市浦和区北浦和１－１
１－６　スバルレジデンス北浦
和１Ｆ

048-831-3470 歯　小歯　矯歯　歯外

あきやま歯科医院 さいたま市浦和区上木崎８－１
０－９

048-832-1414 歯　小歯　矯歯　歯外

デンタルクリニック・ヒロ さいたま市浦和区上木崎２－７
－１３　メディカルモール新都心
３Ｆ

048-835-6480 歯　小歯　歯外

菅原歯科医院 さいたま市浦和区仲町２－１７
－２　一萬田ビル１階

048-747-6363 歯　歯外　矯歯

のもと歯科医院 さいたま市浦和区領家７－２４
－２０

048-815-8618 歯　小歯　矯歯

高根沢歯科クリニック さいたま市浦和区大東３－２３
－３０

048-886-8571 歯　小歯

関歯科医院 さいたま市浦和区常盤５－８－
４５　芦川ビル２F

048-834-2200 歯　小歯　矯歯　歯外

しみずデンタルクリニック
東口オフィス

さいたま市浦和区北浦和３－１
－１２　２Ｆ

048-827-4310 歯　小歯　矯歯

オリオン歯科 さいたま市浦和区上木崎４－９
－１５　ヤオコー浦和上木崎店
２階

048-832-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

シンポ歯科クリニック浦和 さいたま市浦和区高砂２－１４
－１０

048-824-0200 歯　小歯　矯歯　歯外

浦和矯正歯科クリニック さいたま市浦和区東高砂町２０
－５

048-882-6215 矯歯

よつば歯科医院 さいたま市浦和区木崎５－２９
－１７

048-762-7266 歯　小歯　矯歯　歯外

お花歯科医院 さいたま市浦和区木崎１－５－
１０　コモディイイダ北浦和店B
棟１Ｆ

048-883-0874 歯　歯外　小歯　矯歯

医療法人社団高歯会ホワ
イトエッセンス浦和パルコ
デンタルクリニック

さいたま市浦和区東高砂町１１
－１　浦和パルコ地下１Ｆ

048-764-8082 歯　矯歯　歯外

大岩歯科医院 さいたま市浦和区元町３－３－
９

048-886-1817 歯　小歯　矯歯　歯外

いとう歯科医院 さいたま市浦和区仲町２－３－
７　ヴェルジュＴＭ　１Ｆ

048-824-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

浦和吉見歯科クリニック さいたま市浦和区高砂１－１３
－１２　ＭｉＲｉビル４階

048-834-4443 歯　小歯　矯歯　歯外

あや歯科（Ａｙａデンタルオ
フィス）

さいたま市浦和区高砂２－２－
２０　Ｋビル４階

048-825-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

こいずみ矯正歯科クリニッ
ク

さいたま市浦和区東高砂町９
－１　スミダワン５Ｆ

048-883-4188 矯歯

安田デンタルクリニック北
浦和

さいたま市浦和区常盤９－３３
－５　１階

048-711-3811 歯　小歯　矯歯　歯外

ひので歯科クリニック さいたま市浦和区前地３－１８
－１７　１F

048-767-4618 歯　小歯　歯外　矯歯

前地通り歯科クリニック さいたま市浦和区東高砂町２７
－１１

048-711-5834 歯　小歯　矯歯

COJI　DENTAL　OFFICE さいたま市浦和区仲町１－１－
１０　ウィング浦和ビル５F

048-711-6411 歯　歯外　小歯　矯歯

よしの歯科クリニック さいたま市浦和区常盤１０－１
０－１４

048-789-6660 歯　小歯　矯歯　歯外

メディケア歯科クリニック さいたま市浦和区上木崎１－１
３－１　ビバモールさいたま新
都心３階

048-711-1422 歯　小歯　矯歯　歯外
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浦和シティ歯科クリニック さいたま市浦和区仲町２－１０
－２０

048-711-8840 歯　矯歯　小歯　歯外

たぼ歯科医院 さいたま市浦和区東仲町１１－
５　ガーデンビル１階

048-711-8241 歯　矯歯　歯外　小歯

いのうえ歯科 さいたま市浦和区木崎２－４－
２　１Ｆ

048-762-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

すずき歯科医院 さいたま市浦和区仲町１－６－
６　うらわメディカルＢｌｄ.４階

048-822-5080 歯

松岡歯科クリニック さいたま市浦和区北浦和１－８
－１２　松岡STビル１階

048-881-8181 歯　小歯　矯歯　歯外

ふみ矯正歯科 さいたま市浦和区東岸町９－２
０　１－A

048-886-2323 矯歯

医療法人社団博結会　浦
和もちまる歯科・矯正歯科
クリニック

さいたま市浦和区高砂２－６－
１０　柳屋ビル２階

048-824-1182 歯　小歯　矯歯　歯外

さいたま新都心ミタス歯科 さいたま市浦和区上木崎２－５
－２　ウィステリア浦和

048-822-8500 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団聖幸会はや
し歯科クリニック東口オフィ
ス

さいたま市浦和区上木崎１－３
－５－１　アルテカーサ３階

048-826-6222 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団dental
health care　矯正歯科　浦
和

さいたま市浦和区東仲町２５－
５－１　バティマE３階３０１号室

048-789-7204 矯歯

ティーエム歯科医院 さいたま市浦和区常盤５－１７
－７　フォルム常盤１階

048-831-8826 歯　小歯　歯外

与野歯科・矯正歯科 さいたま市浦和区上木崎２－１
５－３　１階

048-822-2356 歯　小歯　矯歯　歯外

遠藤矯正歯科 さいたま市浦和区上木崎１－８
与野駅西口ビル２Ｆ

048-767-7399 矯歯

トンボ歯科クリニック北浦
和

さいたま市浦和区北浦和４－３
－５　１Ｆ

048-764-9893 歯　小歯　矯歯　歯外

北浦和かねこ歯科クリニッ
ク

さいたま市浦和区北浦和３－８
－１６

048-711-8821 歯　小歯　矯歯　歯外

たぼ歯科医院　西口 さいたま市浦和区仲町１－１－
１４　ＭＥＦＵＬＬ浦和２階・３階

048-824-8241 歯　小歯　矯歯　歯外

登坂歯科医院 さいたま市浦和区北浦和１－１
－１１　登坂ビル２階

048-816-4100 歯　小歯　矯歯　歯外

与野駅前あいびー歯科ク
リニック

さいたま市浦和区上木崎１－３
－２８　１F

048-827-0001 歯　歯外　小歯　矯歯

Ｓｉｌｖｅｒ　Ｌａｃｅ矯正歯科 さいたま市浦和区常盤９－１９
－１１　第３スミダビル４Ｆ

048-789-6081 歯　矯歯

さいたま訪問歯科 さいたま市浦和区常盤１－１－
１４　９０１

080-4595-8241 歯

ときわ歯科 さいたま市浦和区常盤９－２０
－１２　敷島ビル２Ｆ

048-764-8649 歯　小歯　矯歯　歯外

ツツイデンタルクリニック さいたま市浦和区領家４－５－
１６

048-711-8401 歯　小歯　矯歯　歯外

与野ＭＦデンタルクリニック さいたま市浦和区上木崎１－９
－１９　ナビハウス１Ｆ

048-814-1884 歯　小歯　矯歯　歯外

聖みどり病院 さいたま市南区白幡５－１９－
２５

048-837-0855 神内　精　心療

医療法人有隣会わかくさ
病院

さいたま市南区太田窪１９７３
－５

048-885-5307 内　消内　小　皮　循内　呼内

医療法人白翔会浦和神経
サナトリウム

さいたま市南区広ヶ谷戸３０１
－１

048-873-3115 精

医療法人秋葉病院 さいたま市南区根岸５－１３－
１０

048-864-0066 外　脳　神内　内

こんの内科 さいたま市南区大谷口５６１０ 048-881-2321 小　胃　循　内　呼　リハ
服部外科胃腸科医院 さいたま市南区別所５－６－１

２
048-862-3799 外　胃　消　肛　麻　小

しのざき脳神経外科・産婦
人科クリニック

さいたま市南区南浦和３－２８
－７

048-887-1881 脳　産婦　放　乳外
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ローズマタニティクリニック さいたま市南区辻７－８－１７ 048-838-1103 産婦
松永医院 さいたま市南区関２－３－１６ 048-862-3606 内　産婦
南浦和クリニック さいたま市南区南浦和１－２１

－８
048-885-1127 内

医療法人清友会山田整形
外科・胃腸科・肛門科

さいたま市南区南浦和３－１７
－２

048-882-3416 内　整　肛外　リハ

医療法人社団原医院 さいたま市南区曲本４－１０－
１１

048-864-6662 外　胃　整　小

医療法人福岡会　福岡整
形外科

さいたま市南区別所４－７－１
６

048-866-2338 整　リハ　小児整

新井内科医院 さいたま市南区根岸３－２－２
０

048-861-6456 内　循　小

田辺医院 さいたま市南区根岸４－５－１
１

048-861-3292 小　内　眼

塩沢クリニック さいたま市南区沼影１－２２－
６

048-862-6532 内　小　消・肝内

医療法人博朋会北濱ライ
フクリニック

さいたま市南区四谷２－１－３ 048-838-5666 内　消内

塩沢皮フ科 さいたま市南区沼影１－２２－
６　武蔵浦和メディカルビル２Ｆ

048-837-2505 皮

阿部内科クリニック さいたま市南区太田窪２－１０
－２６

048-885-8731 内　循

石井内科医院 さいたま市南区太田窪２－１７
－１２

048-882-9501 内　消　胃　循　肛　皮　外　神
内　アレ　小

田中医院 さいたま市南区太田窪２９２３
－２

048-882-5689 内　循内

医療法人仁学会　里村クリ
ニック

さいたま市南区大字大谷口５３
２０番地１

048-874-4747 消内　内　内視鏡内　外　小

長澤内科医院 さいたま市南区辻４－７－５ 048-863-1211 内　放

高野医院 さいたま市南区辻７－６－１２ 048-861-2712 内　小
公平クリニック さいたま市南区内谷３－８－１

６
048-836-2177 内　小　外　皮

岡崎医院 さいたま市南区南浦和２－１８
－３

048-887-8221 内　循　小

医療法人牧野医院 さいたま市南区南浦和３－３－
１２

048-882-3415 内　消内　小　眼

とくみつ内科クリニック さいたま市南区南浦和３－４２
－５４

048-882-1828 内　循内

医療法人社団早川医院 さいたま市南区南本町１－１１
－５

048-864-3951 小　アレ

佐藤整形外科クリニック さいたま市南区南本町１－１６
－１５　ヴィラ高砂１Ｆ

048-864-2001 整　リハ

佐藤皮膚科医院 さいたま市南区南本町１－２－
１５　第３大雄ビル４F

048-863-8011 皮

医療法人社団川田会川田
クリニック

さいたま市南区南本町２－２２
－２

048-833-8822 消内　内　外

医療法人社団浩貴会矢吹
胃腸科内科クリニック

さいたま市南区南本町２－３－
８　志賀パレスビル２０１号室

048-864-2211 消内　消外　内

出口医院 さいたま市南区白幡２－１０－
１１

048-861-4321 内　小

内田眼科医院 さいたま市南区別所７－１０－
１２　グランドール武蔵浦和１０
２号室

048-863-2044 眼

池田医院 さいたま市南区文蔵１－２０－
１７

048-861-6126 内　小　胃　外

佐藤耳鼻咽喉科 さいたま市南区文蔵２－１－３ 048-862-8373 耳
大石医院 さいたま市南区文蔵２－３０－

１４
048-872-0014 外　胃　内　皮

ユニットワンクリニック さいたま市南区文蔵３－１１－
３　ユニットワンビル２階

048-865-0929 内　消内
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屋成外科･胃腸科医院 さいたま市南区文蔵３－２７－
３

048-866-2511 内　外　消内　肛内

清水医院 さいたま市南区別所３－３８－
９

048-861-1638 内　耳　皮　小　アレ　麻

若林医院 さいたま市南区別所５－１８－
２５

048-866-6861 内　小　皮

ラムザクリニック内科 さいたま市南区沼影１－１０－
１　ラムザタワー２階

048-845-1122 内　循内　消内　呼内

医療法人しろま内科 さいたま市南区鹿手袋２－５－
１　ミキモトビル１階

048-845-2002 内　小　胃内　アレ

たかまつ耳鼻咽喉科 さいたま市南区沼影１－１０－
１　ラムザタワ－２階

048-845-1133 耳　気

山﨑クリニック さいたま市南区白幡６－１８－
１８

048-865-2525 内　小

辻医院 さいたま市南区辻３－１２－３０ 048-862-3830 神内　精　神

医療法人緑優会山口クリ
ニック

さいたま市南区南浦和２－４４
－９　榎本第３ビル２Ｆ

048-881-3001 呼　アレ　小

医療法人社団望星会宮村
医院

さいたま市南区南本町１－４－
１２　宮前第２ビル１階

048-863-8825 泌　内

熊谷医院 さいたま市南区曲本１－２１－
２１

048-838-2311 内　小

北原クリニック さいたま市南区文蔵１－１６－
８

048-865-8622 内　外　胃

医療法人新光会武蔵浦和
眼科クリニック

さいたま市南区沼影１－１０－
１　ラムザタワ－２Ｆ

048-836-5533 眼

医療法人明医研デュエット
内科クリニック

さいたま市南区別所６－１８－
８

048-866-7350 内　消内

おおやま整形外科 さいたま市南区南浦和２－２－
１５　石田ビル１，２階

048-813-6631 整　リハ　リウ　内

医療法人社団翠洋会松永
内科クリニック

さいたま市南区南浦和２－３１
－１９　植木ビル２階

048-871-2500 内　循内

医療法人善龍会なかがわ
耳鼻咽喉科

さいたま市南区南浦和２－４２
－１２　ジェイステージ南浦和１

048-811-1231 耳　アレ

松本こどもクリニック さいたま市南区南浦和２－３１-
１９　植木ビル５F

048-813-8003 小　アレ

中浦和メンタルクリニック さいたま市南区鹿手袋３－７－
２８　ロータスコート１階

048-844-0047 精　心療

星整形外科クリニック さいたま市南区沼影１－１７－
１５　グラース１階

048-838-1555 整　リハ

井上整形外科クリニック さいたま市南区太田窪２－１１
－２２

048-813-7107 整　リウ

てづかこどもクリニック さいたま市南区四谷３－５－３ 048-838-9075 小
武蔵浦和耳鼻咽喉科 さいたま市南区白幡４－２１－

７　武蔵浦和医療ビル２階
048-839-4187 耳　気　アレ　小

医療法人社団銀杏会ちひ
ろクリニック

さいたま市南区白幡４－２１－
７　武蔵浦和医療ビル１階

048-710-6500 胃　内　外　皮

むとう整形外科 さいたま市南区白幡４－２１－
７　武蔵浦和医療ビル２階

048-710-5540 整　リハ

くでこどもクリニック さいたま市南区白幡４－２１－
７

048-865-1133 小　婦

どんぐりクリニック さいたま市南区南浦和３－１８
－１５

048-883-3666 小

まさ整形外科クリニック さいたま市南区白幡２－１１－
１５

048-838-5005 整　リウ　リハ　外

いしい眼科 さいたま市南区白幡４－２１－
７　武蔵浦和医療ビル３Ｆ

048-865-0058 眼

小山メンタルクリニック さいたま市南区文蔵２－１－２
コルティーレⅠ－２Ｆ

048-845-9155 心療　神　精

中村クリニック さいたま市南区根岸３－３－１
０　ディアハイツⅢ　１階

048-836-2888 内　消内

医療法人社団望星会けや
きクリニック

さいたま市南区沼影１－１７－
１３

048-836-2971 内

あかぎ皮膚科クリニック さいたま市南区南浦和２－３１
－１９　植木ビル３階

048-813-8211 皮

JMスマイルクリニック さいたま市南区別所７－６－８
ライブタワー３０３

048-710-8008 形　美　心療　精　美皮

齋藤記念クリニック さいたま市南区別所７－２－１
－３１０

048-844-8561 泌尿器科（人工透析）　内

医療法人仁愛会ミューズ
皮膚科ペインクリニック

さいたま市南区別所７－２－１
－１０２

048-866-4112 皮　麻　形

医療法人ただともひろ胃腸
科肛門科

さいたま市南区別所７－２－１
－２０２

048-837-9333 胃内　肛外
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ファーストタワー眼科 さいたま市南区別所７－２－１
MUSE　CITYザ・ファーストタ
ワー武蔵浦和メディカルセン
ター１０１B

048-844-8588 眼

まつもと内科・神経内科ク
リニック

さいたま市南区別所７－２－１
ザ・ファーストタワー３１２

048-844-8377 内　神内

テディベアクリニック さいたま市南区別所７－２－１
１０１Ｄ

048-865-4190 小　アレ

うざわ耳鼻咽喉科クリニッ
ク

さいたま市南区別所７－２－１
１０１C号

048-747-3301 耳

武蔵浦和メンタルクリニッ
ク

さいたま市南区別所７－６－８
ライブタワー武蔵浦和２０１号

048-710-5050 心　精

宮田クリニック さいたま市南区別所３－１３－
２０

048-863-8888 内　循内

浦和別所メンタルクリニッ
ク

さいたま市南区別所７－１９－
２７

048-836-3333 心療　神経精

きしろ内科・呼吸器内科ク
リニック

さいたま市南区南浦和２－１２
－１８　松永ビル２階

048-749-1115 内　呼内　アレ

たんぽぽ子どもクリニック さいたま市南区南浦和１－３３
－１５　２Ｆ

048-762-8066 小　アレ

いけがみ内科ファミリーク
リニック

さいたま市南区曲本３－６－２ 048-872-8700 内　アレ　呼内　気管食内

医療法人社団徳栄会常徳
医院

さいたま市南区曲本３－６－２ 048-844-6655 外　整　婦　リハ　心内　精

南浦和眼科診療所 さいたま市南区南本町２－１－
２

なし 眼

あらかきウィメンズクリニッ
ク

さいたま市南区沼影１－１７－
１５　グラース１階

048-838-1107 婦

たけいハートクリニック さいたま市南区南浦和１－３３
－１５　グレースビル１階

048-811-2211 内　循内　糖内

第二齋藤記念クリニック さいたま市南区鹿手袋２－１４
－１１

048-872-3535 透内

武蔵浦和整形外科内科ク
リニック

さいたま市南区別所７－２－１
１０１A

048-844-4114 整　内　リハ

ミューズシティクリニック さいたま市南区別所７－２－１
－２０４

048-839-2233 歯　皮　麻

南浦和駅前町田クリニック さいたま市南区南本町２－１－
２　プラザマツヤビル３階

048-764-9797 心内　精　内

彩の国みなみのクリニック さいたま市南区南浦和２－２７
－１２　アビアント３階

048-883-4591 神経精　心療

あしかわ眼科 さいたま市南区曲本３－６－２ 048-838-5000 眼
とくまる耳鼻咽喉科 さいたま市南区辻１－２６－８ 048-838-3387 耳　アレ　小耳
虹クリニック さいたま市南区大谷口２４９４

－１
048-711-7075 内　消内　外　肛外

塩沢第２クリニック さいたま市南区沼影１－７１０ 048-837-7001 内　小
すまいる皮膚科 さいたま市南区南浦和２－４０

－１３　パークパレス1階
048-711-1882 皮

はる眼科クリニック さいたま市南区南本町２－１２
－３　南浦和メディカルセンター
２階

048-711-9771 眼

つのだ内科糖尿病クリニッ
ク

さいたま市南区文蔵２－１５－
３

048-862-7775 内　糖内

服部外科付属メディカルス
クエア

さいたま市南区鹿手袋２－２２
－１０

048-872-1799 外　消外　消内　肛外　乳外

浦和中央眼科 さいたま市南区大谷口２４９２ 048-875-3555 眼
桜レディースクリニック さいたま市南区南本町２－１２

－３　南浦和メディカルセンター
３階

048-789-7831 外　乳外

はなクリニック さいたま市南区大谷口５６５６
－２

048-711-3232 整　小　リウ　リハ　内
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とびた眼科 さいたま市南区文蔵２－５－１
９　太田ビル１０２号室

048-714-0255 眼

たかだ内科クリニック さいたま市南区根岸５－１８－
３　ヴィラ白幡　１Ｆ

048-762-8795 内

北戸田駅前まつもとクリ
ニック

さいたま市南区辻８－２３－１４
２階

048-839-5005 心療　精

よしはら眼科 さいたま市南区南浦和３－１４
－１７

048-885-5333 眼

ゆずるクリニック さいたま市南区南浦和２－４４
－７　ピュアプレジール２０１

048-887-0330 内　糖内　産婦　乳外

ひかりクリニック浦和 さいたま市南区南浦和２－４１
－４　つばさビル４階

048-829-7581 内　精　神内　皮

森永眼科クリニック さいたま市南区南浦和2２－１２
－１８　松永ビル３Ｆ

048-762-6152 眼

内科・脳神経内科　かわに
し医院

さいたま市南区太田窪５－７－
３

048-887-1114 内　脳神内

浦和メモリークリニック さいたま市南区円正寺５１０－
１　プレステージ浦和１０１

048-711-7850 内　老精

南浦和東口心療クリニック さいたま市南区南浦和２－３８
－７　富士見ビル２Ｆ　Ｄ号室

048-767-4556 心内　精

しおざわ耳鼻咽喉科 さいたま市南区沼影１－２２－
６　武蔵浦和メディカルビル３F

048-862-3387 耳　小耳　アレ

阿川歯科医院 さいたま市南区根岸２－２２－
１４

048-861-0059 歯　小歯　歯外

角田歯科クリニック さいたま市南区根岸２－４－１
２

048-863-6612 歯　矯歯　小歯　歯外

後藤歯科医院 さいたま市南区根岸３－３５－
３

048-862-3881 歯

今仲歯科医院 さいたま市南区根岸４－６－２ 048-864-2854 歯
諸星歯科医院 さいたま市南区根岸５－１４－

２
048-838-3500 歯　矯歯　小歯

四谷歯科医院 さいたま市南区四谷１－５－１
貴秋館１F

048-864-6789 歯　小歯　矯歯

中村歯科クリニック さいたま市南区鹿手袋４－２５
－７

048-866-9978 歯　矯歯　小歯

ニューグリーン歯科 さいたま市南区沼影１－１７－
４０

048-862-6500 歯

岡歯科医院 さいたま市南区太田窪１２８４ 048-882-1055 歯
明花歯科クリニック さいたま市南区大谷口５５５５ 048-874-5888 歯　矯歯　小歯
今村歯科医院 さいたま市南区大谷口５７０６ 048-885-7560 歯
片野歯科クリニック さいたま市南区大谷場１－５－

２１
048-883-1132 歯

歯科ニシムラ さいたま市南区辻２－２０－３１ 048-861-4779 歯
中川歯科医院 さいたま市南区辻５－４－２０ 048-865-0099 歯
北戸田歯科クリニック さいたま市南区辻８－２３－３ 048-861-8000 歯
山本歯科医院 さいたま市南区四谷２－７－１ 048-866-0541 歯　小歯　歯外
モリカゲ歯科医院 さいたま市南区南浦和２－２２

－１３　松波ビル２階
048-884-1951 歯　小歯　矯歯　歯外

木村歯科医院 さいたま市南区南浦和２－３５
－６

048-882-9541 歯　小歯　歯外

医療法人社団アーユスくろ
さき歯科

さいたま市南区南浦和２－３８
－１　北原ビル４階B

048-887-9639 歯　矯歯　小歯

おおしろ歯科医院 さいたま市南区南浦和２－３１
－１９　南浦和メディカルプラザ
４Ｆ

048-887-6480 歯

大岡歯科医院 さいたま市南区南浦和２－４２
－１９　アリビル１階

048-887-5077 歯　小歯　矯歯

エクセル歯科クリニック さいたま市南区南本町１－１０
－１０

048-838-6607 歯　矯歯
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渡沼歯科医院 さいたま市南区南本町１－１４
－５　第３小池ﾋﾞﾙ１Ｆ

048-866-1002 歯

さくら歯科クリニック さいたま市南区南本町１－５－
７

048-837-8883 歯

鎌田歯科 さいたま市南区南本町２－２１
－４　大明ビル１０４号

048-822-5611 歯　小歯

白幡歯科医院 さいたま市南区白幡３－５－１
４　メゾンセレス１Ｆ

048-861-7266 歯

セントラル歯科医院 さいたま市南区白幡４－７－５
武蔵浦和パ－クホ－ムズ１F

048-865-6480 歯　矯歯　小歯

三枝歯科 さいたま市南区白幡５－１－２
８－３０３

048-864-2095 歯

医療法人社団萌芽会橋本
歯科医院

さいたま市南区文蔵３－２－２
０

048-865-6182 歯　矯歯　小歯

ぶぞう歯科 さいたま市南区文蔵３－３１－
１－１０７

048-866-2231 歯　小歯

西澤歯科クリニック さいたま市南区別所１－１９－
１４

048-862-1256 歯　小歯

町田歯科医院 さいたま市南区別所２－３９－
１１

048-864-2866 歯

中川路矯正歯科 さいたま市南区別所７－６－８
－３０４

048-866-4645 矯歯

ラムザ歯科クリニック さいたま市南区沼影１－１０－
１　ラムザタワー２階４号

048-845-1182 歯　小歯　矯歯

若島歯科医院 さいたま市南区太田窪２９２６ 048-885-4156 歯　矯歯　小歯
ふじた歯科クリニック さいたま市南区根岸２－１４－

８
048-839-7474 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団セキハタ歯
科医院

さいたま市南区白幡４－２３－
１１　ＳＤＡビル５階

048-839-8020 歯

よこやま歯科医院 さいたま市南区南浦和３－４３
－１３

048-882-6900 歯　小歯

西野歯科医院 さいたま市南区四谷１－５－６
２F

048-838-1313 歯　小歯　矯歯

武蔵浦和歯科医院 さいたま市南区別所７－１０－
２２－１０２

048-864-0858 歯

三井歯科医院 さいたま市南区別所７－９－３ 048-866-7000 歯　小歯　矯歯　歯外
きしだ歯科医院 さいたま市南区広ヶ谷戸２４９

－３
048-810-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団彩和会デン
タルオフィス武蔵浦和

さいたま市南区別所７－６－８
－３０１

048-872-0621 歯　小歯　矯歯　歯外

なのはな歯科 さいたま市南区南浦和２-４０-
１２　サンライト南浦和２番館１
階－Ａ

048-884-0464 歯　小歯　矯歯　歯外

浦和中央歯科クリニック さいたま市南区鹿手袋１－１－
１　プラザホテル浦和１Ｆ

048-863-4618 歯　小歯　歯外　矯歯

君島歯科口腔外科クリニッ
ク

さいたま市南区文蔵４－２－１
３　ブリュッヘンパーク１階

048-861-8882 歯　小歯　矯歯　歯外

なると歯科 さいたま市南区白幡１－１２－
１３

048-678-7610 歯　小歯　矯歯　歯外

かねこ歯科医院 さいたま市南区白幡４－２１－
７　武蔵浦和クリニックファーム
３階

048-838-1500 歯　小歯　矯歯　歯外

西岡歯科クリニック さいたま市南区別所６－３－１
４

048-838-8500 歯　小歯

あさひ歯科医院 さいたま市南区南浦和２－２－
１４　サントルヴィラージュ１０１

048-885-6110 歯　小歯

ひまわり歯科クリニック さいたま市南区鹿手袋１－４－
１３

048-837-1108 歯　小歯　矯歯

やまぐち矯正歯科クリニッ
ク

さいたま市南区南浦和２－４４
－９　榎本第三ビル３階

048-882-2153 矯歯
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いちかわ歯科 さいたま市南区鹿手袋３－２４
－１２　メゾン癸生川１階

048-844-1846 歯　小歯　矯歯　歯外

マツオ歯科クリニック さいたま市南区沼影２－９－７ 048-783-4555 歯　小歯　矯歯　歯外
医療法人洵生会ファースト
タワー歯科クリニック

さいたま市南区別所７－２－１
－１０３

048-865-8117 歯　小歯　矯歯　歯外

大石歯科クリニック さいたま市南区文蔵２－３０－
１４　２Ｆ

048-837-8241 歯　小歯　矯歯　歯外

なかむら歯科クリニック さいたま市南区文蔵２－４－１
５　シャルパンティエ１F

048-762-3855 歯　小歯　矯歯　歯外

ながのデンタルクリニック さいたま市南区太田窪１９６４ 048-816-4114 歯　小歯
マーレあきら歯科クリニッ
ク

さいたま市南区白幡５-１９-１９
マーレビルＢ館１階

048-816-4168 歯　小歯　矯歯　歯外

しいな歯科医院 さいたま市南区別所７－１４－
４８　クオリティー武蔵浦和

048-865-4618 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団高輪会　浦
和歯科

さいたま市南区別所３－１６－
９　安藤ビル１０２号

048-865-6661 歯

しみず歯科医院 さいたま市南区沼影１－２９－
４　信興ハイツ１F

048-837-8461 歯　小歯　矯歯　歯外

浅井歯科医院 さいたま市南区大谷場２－４－
５　オークパレス１０１

048-711-2978 歯　小歯　矯歯　歯外

ひまわり歯科クリニック さいたま市南区白幡６－８－２
５　１Ｆ

048-829-7733 歯　小歯　矯歯　歯外

プラムシティ武蔵浦和歯科
クリニック

さいたま市南区別所７－２１－
１

048-710-8282 歯　歯外　小歯　矯歯

濱川歯科医院 さいたま市南区南浦和２－６－
３

048-886-0011 歯　矯歯　小歯　歯外

モアナ歯科クリニック武蔵
浦和医院

さいたま市南区内谷７－１３－
８　ベルクスモール浦和南店

048-753-9998 歯　矯歯　歯外　小歯

中浦和わたなべ歯科 さいたま市南区鹿手袋２－１２
－７

048-762-3710 歯　小歯　矯歯　歯外

うらわイースト歯科 さいたま市南区大谷口５４０７
グランドールイーストうらわ１０
１号

048-711-4218 歯　小歯　矯歯　歯外

南浦和メディカル歯科 さいたま市南区南本町２－１２
－３　南浦和メディカルセンター
４階

048-711-4723 歯　小歯　矯歯　歯外

スカイ＆ガーデンデンタル
オフィス

さいたま市南区沼影１－１１－
２　武蔵浦和SKY＆GARDEN東
棟２階

048-711-1900 歯　小歯　矯歯　歯外

かなえ歯科クリニック さいたま市南区南浦和３－３－
７

048-711-5678 歯　小歯　矯歯　歯外

南浦和歯科 さいたま市南区文蔵２－１－２
信太ビル１０２

048-710-0001 歯　小歯　矯歯　歯外

かまたデンタルオフィス さいたま市南区根岸３－２３－
１４

048-862-1182 歯　小歯　矯歯　歯外

白いくま歯科 さいたま市南区南浦和２－４４
－７　BEIS南浦和ビル１階

048-767-6110 歯　小歯　矯歯　歯外

くろき矯正歯科 さいたま市南区白幡３－１３－
１２　グランメゾン武蔵浦和１F

048-767-8087 矯歯

医療法人社団誓栄会　千
賀デンタルクリニック

さいたま市南区南本町１－７－
４　丸広百貨店南浦和店３階

048-711-2790 歯　小歯　矯歯　歯外

ニコおとなこども歯科 さいたま市南区南浦和２－３７
－２

048-767-8534 歯　小歯　矯歯　歯外

さいたま顕微鏡歯科 さいたま市南区南本町１－２－
１５　第三大雄ビル４F

048-862-8800 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団弘象会東和
病院

さいたま市緑区東浦和７－６－
１

048-873-8621 外　整　麻　リハ　内　皮
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さいたま市立病院 さいたま市緑区三室２４６０ 048-873-4111 内　外　脳外　整　麻　小　小外
皮　泌　産婦　眼　耳　放診断
放治療　脳神内　心血　精　循
内　消内　新生内　救　呼外　消
外　血管外　リハ　形外　歯外
病診断　緩和内　呼内

医療法人博仁会共済病院 さいたま市緑区原山３－１５－
３１

048-882-2867 内　循内　消内　糖内　呼内　内
視内　外　消外　乳外　肛外　内
視外　整　婦

医療法人時任会ときとうク
リニック

さいたま市緑区大門１９４１－１ 048-878-6411 胃　肛

宮坂産婦人科クリニック さいたま市緑区東浦和２－７１
－２

048-873-0220 産婦

ほしあい眼科 さいたま市緑区美園６－９－１
０

048-812-2266 眼　小眼　内　小　麻

医療法人明医研ハーモ
ニークリニック

さいたま市緑区松木３－１６－
６

048-875-7888 内　リハ　小　消　呼　神内　整

川久保眼科 さいたま市緑区太田窪３－８－
３

048-885-5422 眼

医療法人幸明会原田医院 さいたま市緑区原山１－２０－
５

048-882-8597 皮　泌

あべ小児科ファミリークリ
ニック

さいたま市緑区原山１－３２－
８

048-882-5356 小　アレ　内

水口医院 さいたま市緑区三室２１９６－３ 048-875-2077 外　胃　肛　内　リハ
医療法人関山医院 さいたま市緑区大字上野田７１ 048-878-0041 内　小　肝内　循内
川久保整形外科クリニック さいたま市緑区太田窪３－８－

２
048-885-5411 整　リハ　リウ

片野耳鼻咽喉科 さいたま市緑区東浦和３－１３
－１１

048-874-7110 耳

今野医院 さいたま市緑区東浦和１－１５
－２１

048-874-2520 内　循内　糖内

医療法人高橋内科クリニッ
ク

さいたま市緑区東浦和４－５－
７

048-875-8611 内　循　小　リハ

医療法人布施小児科内科
医院

さいたま市緑区東浦和６－２０
－４

048-874-1519 小　内

田代クリニック さいたま市緑区東浦和７－２９
－７

048-873-0260 内　精　神

田平内科 さいたま市緑区大門１７１１－２ 048-878-0018 内　循
田嶋内科 さいたま市緑区中尾９７１－２ 048-873-6067 内　循
ひまわり診療所 さいたま市緑区東大門２－２２

－２
048-878-6509 内　循　小　リハ

越智整形外科 さいたま市緑区東浦和３－２６
－３７

048-875-0061 整　リハ　歯　小歯

土佐クリニック さいたま市緑区東浦和２－１８
－９

048-810-1555 内　漢内　胃内

岩間こどもクリニック さいたま市緑区原山３－１７－
１３

048-884-7711 小　内　アレ　皮

関根内科医院 さいたま市緑区原山１－１２－
１６

048-882-2925 内　糖・内泌内　消内

内田皮フ科 さいたま市緑区松木３－２６－
３１　東浦和メディカルプラザ

048-876-2210 皮　形

医療法人社団光洋会加賀
眼科クリニック

さいたま市緑区松木３－２６－
３１　東浦和メディカルプラザ３
Ｆ－Ａ

048-876-1171 眼

楠本こどもクリニック さいたま市緑区東浦和１－２１
－７

048-810-5111 小

松の木こどもクリニック さいたま市緑区松木３－２６－
３１

048-874-1133 小　アレ

医療法人ワールドワンにし
かわ整形外科

さいたま市緑区松木３－２６－
３１　東浦和メディカルプラザ２F

048-876-0021 整　リハ

医療法人ささきクリニックさ
さき胃腸科クリニック

さいたま市緑区中尾６０８－２ 048-874-7500 内　胃
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あきもと皮フ科クリニック さいたま市緑区東浦和４－１１
－１８

048-873-5664 皮

かねこウィメンズクリニック さいたま市緑区東浦和３－１－
１９

048-874-1311 産婦

医療法人社団至政会かか
ず内科クリニック

さいたま市緑区芝原３－３５－
１

048-810-5335 内　小　アレ

しもむら内科クリニック さいたま市緑区東浦和４－８－
２

048-876-0111 内　消　循　小

医療法人舟田クリニック さいたま市緑区東浦和５－１３
－２

048-875-2211 内　皮

岸林クリニック さいたま市緑区太田窪１－２３
－１０

048-886-3662 内　神内　小

ふたばクリニック さいたま市緑区原山４－３３－
２４

048-883-2812 外　消内　内

めざわこどもクリニック さいたま市緑区中尾２６５９－１
３　埼玉ライフサービス　中尾ビ
ル３Ｆ

048-876-5300 小　アレ

みそのクリニック さいたま市緑区大字南部領辻
２７３１－３　メープルハイツ中
野２０２号室

048-878-5855 内　皮　整　リハ

医療法人彩らびっとクリ
ニック

さいたま市緑区大字三室字西
宿１２０９－１０　三室クリニック
ビル２階

048-810-6670 内　リウ

青空ひだまり内科クリニッ
ク

さいたま市緑区美園４－１８－
８

048-812-0220 内　消内　循内　呼内　小

しみずクリニックふさ さいたま市緑区美園５－４６－
７

048-799-2320 内　糖内　循内

医療法人社団白報会　メ
ディカルクリニックドクター

さいたま市緑区美園５－５０－
１　イオンモール浦和美園１Ｆ

048-812-1888 内　消内　循内　糖内　呼内　整
皮　美皮　耳　小　小耳　小皮そら内科クリニック さいたま市緑区三室９５０－１ 048-876-0360 内　神内　小　内・代内

なかじまクリニック さいたま市緑区美園４－１８－
１１

048-812-1600 耳　アレ　美皮

大牧眼科診療所 さいたま市緑区東浦和１－１４
－５

048-875-5925 眼

さいたま子どものこころクリ
ニック

さいたま市緑区大門８７５－５ 048-812-3177 小　児精　精

かたやまクリニック さいたま市緑区美園５－４３－
１５

048-711-1671 心内　精

みどりクリニック さいたま市緑区三室２６２４－５
サン・イースト２０３

048-875-5670 内　精　整外　皮

だるまさんクリニック さいたま市緑区東浦和５－１８
－２２　石﨑ビル２０１

048-789-6726 精

山田泌尿器科クリニック さいたま市緑区三室１３２５－２ 048-711-2028 内　泌

医療法人社団優青会あお
ぞらクリニック埼玉

さいたま市緑区東浦和４－２６
－１７　サニーハイム２０１号室

048-711-8218 内　精　皮

はやしクリニック さいたま市緑区東浦和５－１０
－２　センターシティ東浦和２Ｆ

048-875-8880 内　泌

とみた脳神経外科クリニッ
ク

さいたま市緑区美園４－１４－
１５

048-878-7777 脳外

医療法人社団望星会望星
東クリニック

さいたま市緑区東浦和８－３－
７

048-826-5201 透内

福寿眼科クリニック さいたま市緑区東浦和５－１０
－１０　ＳＴビル１０１

048-874-8555 眼

こうけつ内科胃腸内科クリ
ニック

さいたま市緑区東浦和９－１７
－１４

048-875-0011 内　消内

たや脳神経外科クリニック さいたま市緑区芝原２－２－６ 048-764-8526 脳神外
ゆうすずこどもクリニック さいたま市緑区美園４－１４－

１７
048-816-3594 小　小泌内　小糖内　児精

すずかけのき埼玉クリニッ
ク

さいたま市緑区美園４－１４－
１　ラ・ルーチェ美園１階Ｂ号室

048-767-6802 精

ともクリニック さいたま市緑区美園３－１０－
１３　ＤＫＫ５ビル２階２０２

048-767-7450 内　整　消内　皮　精

ＳＫＹファミリークリニック さいたま市緑区東大門３－１９
－１　ＢａｕｍＲｏｏｍけやき店舗
１階１０２

048-767-6427 内
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表

施設名 所在地 電話番号 診療科目

美園眼科 さいたま市緑区美園５－５０－
１　イオンモール浦和美園１階

048-789-7717 内　眼

のもと耳鼻咽喉科医院 さいたま市緑区太田窪３－３－
２２

048-887-3387 耳　小耳　アレ　小

かるがもファミリークリニッ
ク

さいたま市緑区道祖土２－２５
－１１

080-4687-8287 内　アレ　小　整　皮　麻

カムカムデンタルクリニック さいたま市緑区東浦和５－１３
－６

048-874-1883 歯　矯歯　小歯

新田歯科医院 さいたま市緑区原山２－２５－
７

048-886-7122 歯　小歯　歯外

原山歯科医院 さいたま市緑区原山２－３－４
０

048-882-4187 歯　矯歯　小歯

坂巻歯科医院 さいたま市緑区原山２－８－１
７

048-887-5561 歯

あつみ歯科医院 さいたま市緑区三室１２０９－５
セシル浦和２F

048-874-4581 歯　小歯　歯外

和田歯科医院 さいたま市緑区松木３－１７－
７

048-874-0405 歯　矯歯　小歯

川本歯科クリニック さいたま市緑区芝原３－２－６ 048-875-7901 歯　矯歯　小歯
大槻歯科医院 さいたま市緑区太田窪１－２３

－２３
048-887-3245 歯

志田歯科医院 さいたま市緑区太田窪１－８－
１７

048-886-7418 歯

ダイヤマ歯科医院 さいたま市緑区代山１４２－１ 048-878-1715 歯
医療法人光松会岡村歯科
クリニック

さいたま市緑区東浦和９－１－
６

048-875-1555 歯　小歯

たにぐち歯科 さいたま市緑区東浦和１－１－
１　プレンティ東浦和２Ｆ

048-875-4182 歯　矯歯　小歯　歯外

医療法人社団大谷歯科ク
リニック

さいたま市緑区東浦和４－３－
１　サンステ－ジ１Ｆ

048-875-6830 歯　小歯　矯歯　歯外

伏見歯科医院 さいたま市緑区道祖土１－２３
－４

048-886-1143 歯　矯歯　小歯　歯外

安藤歯科医院 さいたま市緑区道祖土３－５－
１５　浅香ビル２Ｆ

048-884-3636 歯

医療法人賢歯会こばやし
歯科

さいたま市緑区東浦和５－１０
－２　センタ－シティ東浦和２階

048-873-6874 歯　小歯　矯歯　歯外

みやざき歯科 さいたま市緑区芝原３－３－１
石井ビル１階

048-876-3883 歯　小歯　矯歯

フルヤ歯科クリニック さいたま市緑区東大門２－２２
－８　ラフィーネ大門１Ｆ

048-812-1182 歯　小歯　歯外

こささ歯科医院 さいたま市緑区大間木４５８－
２

048-873-8844 歯

ふじデンタルクリニック さいたま市緑区原山４－３３－
３５

048-683-9026 歯　矯歯　小歯　歯外

きくち歯科クリニック さいたま市緑区大門２９５９－１ 048-812-2567 歯　小歯　歯外
医療法人社団誠真会にし
やま歯科医院

さいたま市緑区馬場１－６－１
小牧ビル２０２号室

048-876-0418 歯　小歯　矯歯

医療法人社団康真会はま
わき歯科

さいたま市緑区東浦和１－３－
１０　篠原ビル２B

048-873-7707 歯　小歯　矯歯　歯外

おおしま歯科クリニック さいたま市緑区東浦和５－１２
－６　イノビル２０１号

048-875-0149 歯　小歯　矯歯

かねもり歯科クリニック さいたま市緑区三室２３９８－１
島根ビル２Ｆ

048-810-5017 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人東雲会浦和美園
デンタルクリニック

さいたま市緑区美園５－５０－
１　イオンモール浦和美園１Ｆ

048-812-6520 歯　小歯　矯歯　歯外

片桐歯科クリニック さいたま市緑区東浦和７－５－
３　坂下ビル

048-875-4618 歯　小歯　歯外

生協歯科 さいたま市緑区東浦和６－１６
－１

048-810-6100 歯　小歯　矯歯
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表

施設名 所在地 電話番号 診療科目

医療法人恭和会みむろ歯
科クリニック

さいたま市緑区三室４５４－２
三山コーポ１階

048-874-2828 歯　小歯　矯歯　歯外

はつかわ歯科・矯正歯科
クリニック

さいたま市緑区美園６－９－１
９

048-749-1864 歯　小歯　矯歯　歯外

野口歯科医院 さいたま市緑区中尾８９９－１ 048-876-3700 歯　小歯　矯歯　歯外
槙原歯科 さいたま市緑区大字中尾８５１

－２
048-875-4718 歯　小歯　矯歯　歯外

佐々木歯科クリニック さいたま市緑区東浦和１－１５
－１０

048-816-5118 歯　小歯　歯外

みねぎし歯科クリニック さいたま市緑区東浦和１－４－
２１

048-873-6480 歯　小歯　歯外　矯歯

医療法人社団幸隆会裕木
歯科クリニック

さいたま市緑区美園６－７－２
６

048-762-6487 歯　小歯　歯外　矯歯

リュウデンタルハウス さいたま市緑区大字代山２２－
１

048-878-5000 歯　小歯　矯歯

医療法人社団健佑会ゆう
歯科クリニック

さいたま市緑区東浦和２－５１
－２６　コルモピア東浦和店２
階

048-810-5733 歯　小歯　歯外　矯歯

医療法人健和会　デンタ
ルケア未来

さいたま市緑区大間木２－２２
－２３

048-762-8143 歯　小歯　矯歯　歯外

東浦和おか歯科・矯正歯
科

さいたま市緑区東浦和１－２１
－８　エクセル・ヴィラ１F

048-749-1226 歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団陽隆会　グ
リーン歯科クリニック

さいたま市緑区原山４－３－３
ＭＥＧＡドン・キホーテ浦和原山
店２階

048-881-3381 歯　小歯　歯外

はしもと歯科 さいたま市緑区大谷口２９５５ 048-711-4184 歯　小歯　矯歯　歯外
なかお歯科医院 さいたま市緑区中尾２０９－２ 048-764-8401 歯　小歯　矯歯　歯外
あさか歯科医院 さいたま市緑区道祖土２－１６

－１５
048-813-8000 歯　小歯　矯歯　歯外

歯科・矯正歯科いまむら さいたま市緑区美園４－１８－
９

048-755-9083 歯　小歯　矯歯　歯外

みそのガーデン歯科クリ
ニック

さいたま市緑区美園５－３－８ 048-764-8450 歯　小歯　歯外

東浦和プラザ歯科 さいたま市緑区東浦和９－１７
－１４　東浦和クリニックプラザ
２階

048-762-8336 歯　小歯　歯外

あきデンタルクリニック　大
門

さいたま市緑区大字大門１７４
６

048-799-3218 歯　小歯　矯歯　歯外

駅前おひさま歯科プラス
キッズ

さいたま市緑区美園４－１３－
９　モンターナ浦和美園１階

048-755-9580 歯　小歯　矯歯　歯外

しらこばと歯科 さいたま市緑区芝原１－５－１
６　イーストパークＵＲＡＷＡⅢ

048-767-8112 歯　小歯　矯歯　歯外

荒川歯科医院 さいたま市緑区東浦和２－４３
－６　パルシャス１Ｆ

048-875-4770 歯　歯外　小歯　矯歯

むらまつおとなこども歯科 さいたま市緑区東浦和５－１４
－１０

048-712-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

東浦和とくデンタルクリニッ
ク

さいたま市緑区東浦和２－２２
－１

048-810-0180 歯　小歯　矯歯　歯外

木村ファミリー歯科クリニッ
ク

さいたま市緑区原山３―２０―
１３

048-767-6437 歯　小歯　歯外

丸山記念総合病院 さいたま市岩槻区本町２－１０
－５

048-757-3511 内　外　小　整　脳　麻　放　消
内　消外　循内　皮　泌　気外
呼内　呼外　眼　耳　形　精　胃
内　歯　神内　リハ　産婦　歯外
透析　乳外　肛外　ペイン内　救

医療法人社団幸正会岩槻
南病院

さいたま市岩槻区大字黒谷２２
５６

048-798-2001 内　循内　心外　神内　消内　腎
内　形

岩槻中央病院 さいたま市岩槻区東岩槻２－２
－２０

048-794-1144 内　外　整　放　循　皮　脳　胃
リハ　肛医療法人ひかり会クリニカ

ル病院
さいたま市岩槻区馬込２３４ 048-758-2323 内　リハ
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資料編　第５部　公共施設・機関等一覧
【資料５－１０】さいたま市内医療機関一覧表

施設名 所在地 電話番号 診療科目

医療法人社団医凰会　さ
いたま岩槻病院

さいたま市岩槻区大字慈恩寺
７５

048-793-2011 内　リハ　整　脳　消外　皮

医療型障害児入所施設
カリヨンの杜

さいたま市岩槻区馬込２１００ 048-797-6915 内　小　リハ

さいたまつきの森クリニッ
ク

さいたま市岩槻区大字増長３６
６－１

048-792-1811 内　循内　腎内　糖内　泌　血外
麻　放　透内

高橋医院 さいたま市岩槻区西原１－９ 048-757-8622 内　小
岩槻西原クリニック さいたま市岩槻区岩槻５１６６

－２
048-757-0211 内　小

大和たまごクリニック さいたま市岩槻区岩槻５２０２ 048-757-8100 婦
岩槻休日夜間急患診療所 さいたま市岩槻区府内１－８－

１
048-798-2221 内　小

医療法人社団真誠会いわ
つき城北クリニック

さいたま市岩槻区上野１－１７
－２２

048-795-2590 内　小　胃　皮

医療法人金沢会金沢クリ
ニック

さいたま市岩槻区太田１－１－
１８

048-758-1547 内　精　歯　心療

天野医院 さいたま市岩槻区尾ヶ崎３７３
－１

048-798-0219 内　小　呼　消　循

医療法人洋洲会田中ファミ
リークリニック

さいたま市岩槻区鹿室９８７－
１

048-794-0606 整　リハ　リウ　内

医療法人産婦人科岡田医
院

さいたま市岩槻区城南５－６－
１０

048-798-2511 産婦　女内

滝本眼科 さいたま市岩槻区西町１－５－
３１

048-758-1679 眼

牛山医院 さいたま市岩槻区西町４－２－
４

048-756-1219 内　外　胃　整　皮　泌

医療法人自然堂峯小児科 さいたま市岩槻区本町１－１６
－６

048-756-0070 小　耳

じんの小児科 さいたま市岩槻区本町１－８－
１１

048-756-8181 小

医療法人白帆会細田医院 さいたま市岩槻区本町３－１３
－１０

048-756-6451 内

岩槻内科胃腸科 さいたま市岩槻区本町３－４－
１８

048-790-1188 内　胃　消　呼　循　肛　アレ

林整形外科 さいたま市岩槻区本町３－７－
６

048-756-8555 整　リハ　リウ

医療法人やまぶき会やな
内科医院

さいたま市岩槻区本町４－３－
１９

048-757-1524 内　小　循

浅川胃腸科外科 さいたま市岩槻区美幸町６－１
２

048-758-8801 外　胃　内

岩槻久木田医院 さいたま市岩槻区本町３－１１
－２　森庄ビルⅡー２－１

048-749-7710 内　外　胃　脳　皮　形

小児科竹田クリニック さいたま市岩槻区西町４－１－
６

048-749-7007 小

医療法人社団野口会野口
皮膚科

さいたま市岩槻区本町３－１－
１　ワッツ西館２階

048-749-6768 皮

永島医院 さいたま市岩槻区仲町２－８－
３１

048-756-0607 内　小

南平野クリニック さいたま市岩槻区南平野３－３
２－５

048-756-7281 内　小

メンタルクリニック美波 さいたま市岩槻区本町４－３－
２　セントラルヒルズ１階

048-749-8373 心療　精　神

フローラ太田小通りクリ
ニック

さいたま市岩槻区仲町１－１２
－２７

048-758-3926 内　泌　　整　リハ

医療法人社団一晴会はぎ
整形外科

さいたま市岩槻区大字岩槻字
江川６７５８

048-747-6888 整　リハ　リウ

やながわ眼科 さいたま市岩槻区本町１－１－
２　岩槻駅前ビル２階、３階

048-767-7007 眼

目白大学耳科学研究所ク
リニック

さいたま市岩槻区浮谷３２０ 048-797-3341 耳　リハ
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眞弓循環器科クリニック さいたま市岩槻区西町１－１－
２６　ヒューマンスクエア岩槻プ
レミアムタワー２０２号

048-790-1611 内　循内　アレ

医療法人社団卓愛会　い
しまるクリニック

さいたま市岩槻区諏訪２－２－
１５

048-793-1409 内　消内　整　外　肛外　リハ
精

はしもと皮膚科 さいたま市岩槻区南辻字前２０
－１

048-876-9009 皮　小皮　アレ

いわつき小児科クリニック さいたま市岩槻区本町３－２－
３２　東玉ビル２階

048-757-0800 小　アレ　呼内　内

医療法人社団豊栄会岩槻
いまい眼科

さいたま市岩槻区岩槻５０２番
地

048-790-5656 眼

かみうら耳鼻咽喉科 さいたま市岩槻区本町１－５－
３

048-757-2203 耳　小

浦和美園クリニック さいたま市岩槻区美園東１－２
－１２

048-793-4845 内　消内　外　肛　皮

医療法人社団幸靖会　み
やぎクリニック

さいたま市岩槻区美園東３－７
－３７

048-797-1100 内　外　精

みそのこどもクリニック さいたま市岩槻区美園東１－７
－１５　サンシャインプラザ１階

048-797-4152 小

増田内科クリニック さいたま市岩槻区美園東１－２
９－４

048-798-1122 内　循内　糖内　腎内　老内

まつざわ耳鼻咽喉科 さいたま市岩槻区南平野３－７
－１７

048-758-8733 耳

医療法人社団碧水会　み
んなの岩槻在宅クリニック

さいたま市岩槻区本町２－１２
－３　マルイ本店ビル２階D号
室

048-796-5725 内　外　小　小外

いわつき三楽クリニック さいたま市岩槻区本町１－１－
２　岩槻駅前ビル３Ｆ

048-731-8292 内　呼内

上野歯科医院 さいたま市岩槻区日の出町１
－４１

048-756-4499 歯　矯歯

安田歯科医院 さいたま市岩槻区岩槻５１７０
－１

048-756-8214 歯

若松歯科医院 さいたま市岩槻区上野２－１０
－１９

048-795-2070 歯　小歯

岩嵜歯科医院 さいたま市岩槻区太田２－７－
２

048-758-1571 歯　小歯　矯歯　歯外

天野歯科医院 さいたま市岩槻区尾ヶ崎３７３
－１

048-798-7657 歯　小歯　矯歯

桑原歯科医院 さいたま市岩槻区美園東１－５
－１５

048-797-2820 歯　小歯　矯歯　歯外

吉武歯科医院 さいたま市岩槻区大字表慈恩
寺６５１－１

048-794-8241 歯　歯外　小歯

増岡歯科医院 さいたま市岩槻区鹿室７５３－
１

048-794-9322 歯　小歯

みやうち歯科 さいたま市岩槻区城南４－３－
５６

048-798-7198 歯　小歯

徳力歯科医院 さいたま市岩槻区徳力６０５－
１

048-795-2400 歯　小歯　矯歯　歯外

石川歯科医院 さいたま市岩槻区仲町１－１２
－２１

048-756-7777 歯　小歯

長谷川歯科医院 さいたま市岩槻区西町１－３－
１５

048-756-1258 歯　小歯

増田歯科医院 さいたま市岩槻区西町１－５－
６

048-756-6100 歯　小歯

医療法人尚正会森泉歯科
医院

さいたま市岩槻区東岩槻２－５
－６　アーバンイーストビル２F

048-794-3409 歯　小歯　歯外

松丸・歯科・矯正歯科・医
院

さいたま市岩槻区東岩槻５－３
－１１

048-756-6643 歯　小歯　矯歯　歯外

田口歯科医院 さいたま市岩槻区東町２－１－
３

048-756-0439 歯
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施設名 所在地 電話番号 診療科目

関場歯科医院 さいたま市岩槻区府内１－１－
２２

048-798-2666 歯　小歯

スワンデンタルクリニック さいたま市岩槻区本宿２１９－
１

048-757-8852 歯　小歯

本町かとうデンタルクリ
ニック

さいたま市岩槻区本町２－１－
３７

048-756-2300 歯　小歯

さかい歯科医院 さいたま市岩槻区本町４－８－
１２

048-756-4710 歯　小歯

清水歯科医院 さいたま市岩槻区南下新井１５
５４－１

048-798-7095 歯　小歯　歯外

岩槻ファミリー歯科 さいたま市岩槻区並木１－１－
２０

048-790-5225 歯　小歯　歯外

リーフデンタルクリニック さいたま市岩槻区本町３－３－
８　ケイズグランドパークＡ

048-757-7008 歯

医療法人社団康進会沢歯
科クリニック

さいたま市岩槻区諏訪１－２－
７

048-795-3335 歯　小歯　歯外

こうの歯科医院 さいたま市岩槻区愛宕町４－２
４

048-756-1116 歯　小歯　矯歯

あかいけデンタルクリニッ
ク

さいたま市岩槻区西町１－１－
２６　ヒューマンスクエア岩槻プ
レミアムタワー２階

048-790-3918 歯　小歯　矯歯

曽根歯科 さいたま市岩槻区愛宕町３－２
１

048-758-8384 歯

医療法人社団高歯会ほん
まる歯科医院

さいたま市岩槻区本丸３－２０
－５３　マミーマート岩槻店２F

048-749-6480 歯　小歯　矯歯　歯外

ソフィア歯科 さいたま市岩槻区本町３－１２
－１７

048-756-8117 歯　小歯　矯歯　歯外

勝沼歯科クリニック さいたま市岩槻区南平野４－８
－１

048-756-0275 歯　小歯　矯歯　歯外

スマイル歯科 さいたま市岩槻区本町３－２－
５　ワッツ東館３Ｆ

048-790-1108 歯　小歯　矯歯

いしはらデンタルクリニック さいたま市岩槻区岩槻字西原
三５１９６－２

048-795-8241 歯　小歯　矯歯　歯外

岩槻駅前せきやま歯科 さいたま市岩槻区本町３－２－
３２　３Ｆ

048-796-8041 歯　小歯　矯歯

こみぞ歯科医院 さいたま市岩槻区小溝字本７７
１－６

048-796-8182 歯　小歯　矯歯　歯外

マナマリエ歯科診療所 さいたま市岩槻区岩槻６８９６
－１

048-756-8011 歯　小歯　矯歯　歯外

White leaf dental clinic
（ﾎﾜｲﾄﾘｰﾌﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ ）

さいたま市岩槻区美園東２－１
９－２

048-798-8011 歯　小歯　矯歯　歯外

マノア歯科クリニック さいたま市岩槻区西町２－５－
４１

048-878-8334 歯　小歯　矯歯　歯外

城北デンタルクリニック さいたま市岩槻区岩槻６７５７
－１

048-720-8191 歯　小歯　矯歯

ウニクス浦和美園歯科 さいたま市岩槻区美園東２－１
７－１３　ウニクス浦和美園２階

048-720-8993 歯　小歯　矯歯　歯外

すわ公園デンタルクリニッ
ク

さいたま市岩槻区諏訪４－１－
７

048-876-8008 歯　小歯　矯歯　歯外

さとう歯科医院 さいたま市岩槻区大字本宿字
東２３－１

048-797-6161 歯　小歯　歯外

岩槻キャッスルタウン歯科クリニック
さいたま市岩槻区西町２－５－
１　フェスタスクエア２階

048-790-1234
歯　小歯　矯歯　歯外

西町矯正歯科クリニック
さいたま市岩槻区西町１－３－
５　オプトビル２階

048-757-1184
歯　小歯　矯歯　歯外

医療法人社団緑悠会　みつば歯科美園東
さいたま市岩槻区美園東１－１
０－１

048-796-3283
歯　小歯　矯歯　歯外

美園東デンタルクリニック
さいたま市岩槻区美園東２－３
２－１

048-796-8448
歯　小歯　矯歯　歯外
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チャーミー歯科医院岩槻
さいたま市岩槻区本町３丁目１
１番２　森庄第１ビル２階２０３
号室

048-758-4618
歯　小歯　矯歯　歯外
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【資料５－１１】主要報道機関一覧（広報課） 

社名 所在地 
電話 

ＦＡＸ 

朝日新聞社さいたま総局 浦和区常盤４－１２－１３ 
832-7311 

824-7952 

ＮＨＫさいたま放送局 浦和区常盤６－１－２１ 
833-2041 

832-6875 

共同通信社さいたま支局 浦和区岸町７－１２－１東和ビル内５階 
862-3116 

861-6383 

埼玉新聞社編集局 北区吉野町２－２８２－３ 
795-9161 

653-9040 

産経新聞社さいたま総局 
浦和区高砂１－２－１ 

エイペックスタワー浦和オフィス西館６０９ 

829-2311 

830-1091 

時事通信社さいたま支局 浦和区常盤４－１－１ 浦和システムビルヂング 
822-1525 

822-1526 

テレビ埼玉報道制作局 浦和区常盤６－３６－４ 
824-3131 

824-3335 

東京新聞さいたま支局 浦和区高砂３－１２－２４ 小峰ビル２階 
834-0300 

834-0511 

日本経済新聞社 

   さいたま支局 
浦和区高砂２－４－５ 

822-2580 

822-6761 

毎日新聞社さいたま支局 浦和区仲町３－１２－６ JS－１ビル１階 
829-2961 

835-1120 

読売新聞社さいたま支局 浦和区常盤５－８－４１ 
822-0181 

822-5238 

日刊工業新聞社 

     さいたま総局 
浦和区岸町７－１２－４ ニチモビル浦和４階 

872-2281 

872-2285 

ＴＢＳ 浦和区高砂３－１５－１ 埼玉県庁記者クラブ 
824-7735 

824-7737 

テレビ朝日 浦和区高砂３－７－３－７０２ 
832-5059 

814-2962 

日本テレビ 浦和区常盤５－８－４１ 読売新聞さいたま支局内 
827-5197 

824-8273 

フジテレビジョン 

  報道局さいたま支局 
浦和区高砂３－７－３－４０３ 

824-1018 

830-1281 

(株)ＦＭ ＮＡＣＫ５ 大宮区錦町６８２－２ ＪＡＣＫ大宮 11 階 
650-0700 

650-0730 

ＣｉｔｙＦＭさいたま(株) 
浦和区高砂２－１－１９  

浦和ワシントンホテル１階 

834-0793 

833-9101 

(株)ジェイコム埼玉・東日本 浦和区常盤１０－４－１  
678-9010 

678-9018 


