
介護保険は、介護が必要になっても高齢者が地域で安心して暮らしていけること

を目指すとともに、いつまでも自立した生活を送れるように支援する制度です。 

介護保険のサービスを利用するためには、介護の必要度の判定（要介護・要支

援認定）を受けていただく必要があります。 

介護保険の仕組み 

介 護 保 険 の サ － ビ ス 
各区高齢介護課 介護保険係 

西区 TEL ６２０－２６６８ FAX ６２０－２７６２ 

北区 TEL ６６９－６０６８ FAX ６６９－６１６７ 

大宮区 TEL ６４６－３０６８ FAX ６４６－３１６５ 

見沼区 TEL ６８１－６０６８ FAX ６８１－６１６０ 

中央区 TEL ８４０－６０６８ FAX ８４０－６１６７ 

桜区 TEL ８５６－６１７８ FAX ８５６－６２７１ 

浦和区 TEL ８２９－６１５３ FAX ８２９－６２３８ 

南区 TEL ８４４－７１７８ FAX ８４４－７２７７ 

緑区 TEL ７１２－１１７８ FAX ７１２－１２７０ 

岩槻区 TEL ７９０－０１６９ FAX ７９０－０２６７ 

さいたま市役所 介護保険課 

介護保険係 TEL ８２９－１２６４ FAX ８２９－１９８１ 

事業者係 TEL ８２９－１２６５ FAX ８２９－１９８１ 

◎詳しくは、パンフレット「さいたま市の介護保険」をご覧ください。 
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被保険者は、年齢により次の２つに区分されます。 

◆第 1 号被保険者…………６５歳以上の方 

常に介護を必要とする状態（要介護状態）や、日常生活に支援が必要な状態

（要支援状態）と認められた場合にサービスが利用できます。 

介護保険被保険者証は、６５歳になる月に交付されます。 

◆第２号被保険者…………４０歳以上６５歳未満の医療保険に加入している方 

特定疾病（※１）により、要介護状態や要支援状態と認められた場合にサー

ビスが利用できます。 

ただし、特定疾病の原因が加齢に伴って生ずるもの以外（交通事故など）の

場合は介護保険の対象外です。 

介護保険被保険者証は、要介護・要支援の認定を受けた方や、交付の申請を

した方に交付されます。 

（※１）特定疾病 

●がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至っ

たと判断したものに限る） 

●進行性核上性
しんこうせいかくじょうせい

麻痺
ま ひ

、大脳
だいのう

皮質
ひし つ

基底核
きていかく

変性症
へんせいしょう

及びパーキンソン病
びょう

●糖尿病性
とうにょうびょうせい

神経
しんけい

障害
しょうがい

、糖尿病性
とうにょうびょうせい

腎症
じんしょう

及び糖尿病性
とうにょうびょうせい

網膜症
もうまくしょう

●両側
りょうそく

の膝
しつ

関節
かんせつ

または両側
りょうそく

の股
こ

関節
かんせつ

に著しい変形
へんけい

を伴う変形性
へんけいせい

関節症
かんせつしょう

●関節
かんせつ

リウマチ ●筋
きん

萎縮性側索
いしゅくせいそくさく

硬化症
こうかしょう

 ●後縦靱帯
こうじゅうじんたい

骨化症
こっかしょう

●骨折
こっせつ

を伴う骨粗鬆症
こつそしょうしょう

 ●初老期
しょろうき

における認知症
にんちしょう

 ●脊髄
せきずい

小脳
しょうのう

変性症
へんせいしょう

●脊柱管
せきちゅうかん

狭 窄 症
きょうさくしょう

 ●早老症
そうろうしょう

 ●多系統
たけいとう

萎縮症
いしゅくしょう

●脳
のう

血管
けっかん

疾患
しっかん

 ●閉塞性
へいそくせい

動脈
どうみゃく

硬化症
こうかしょう

 ●慢性
まんせい

閉塞性
へいそくせい

肺
はい

疾患
しっかん

介護保険の被保険者 
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サービス利用を希望する方は、認定の申請をして下さい。 

各区高齢介護課に認定の申請をします。 

成年後見人、シニアサポートセンター（地域包括支援センタ

ー）、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に申請手続き

を行ってもらうこともできます。 

◆申請に必要なもの 

①要介護（要支援）認定申請書 

②介護保険被保険者証 

③被保険者本人の公的医療保険被保険者証 

④被保険者のマイナンバー（個人番号）が確認できる書類 

例）・マイナンバーカード 

   ・通知カード（記載内容が住民票の記載内容と同一 

の場合のみ） 

・マイナンバーが記載された住民票の写し、または 

住民票記載事項証明書 

⑤申請者の身元確認に必要なもの

（氏名、住所又は生年月日が記載されているもの）

※④において、マイナンバーカードをご用意いただいた 

場合には、⑤は不要です。 

・ひとつでいいもの 

（官公署が発行した写真つきの書類） 

・ふたつ以上必要なもの 

（官公署等公共機関から発行された書類） 

市区町村の職員や、市から委託を受けた調査員が、自宅な

どを訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから

聞き取り調査などをします。 

市の依頼により主治医が意見書を作成します。

要介護（要支援）認定の申請

2 訪問調査・
主治医意見書

１ 申 請

－26－



一次判定（コンピュータ判定）の結果と特記事項、主治医の

意見書をもとに、介護認定審査会において総合的に審査し、要

介護状態区分が判定されます。 

介護認定審査会の判定結果に基づいて、要支援１・２、要

介護１～５の区分に分けて認定されます。 

申請から３０日以内に認定結果を送付します。（延期する

場合は通知します。） 

認定は、新規申請は３か月～１２か月、更新は３か月～４

８か月毎に見直しがあります。また、心身の状況が変化した

場合等は、認定の有効期間の途中でも要介護状態区分の変更

を申請できます。 

要支援１・２の方はシニアサポートセンター（地域包括支援

センター）に、要介護１～５の方は居宅介護支援事業所に相談

して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼し、

サービスの利用が始まります。 

※ケアプランの作成は全額を介護保険で給付しますので、利用

者負担はありません。 

※施設サービスを利用される場合は、直接各施設にお申込みく

ださい。 

４ 認 定

５ サービス

の利用

３ 審査判定
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介護保険サービスは 1割～３割の自己負担割合で利用できます。 

在宅サービスでは要介護状態区分に応じて、上限額（区分支給限度基準額）が単

位数で決められており、その範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担割合は

1割～３割です。 

◆サービスの利用限度額（１か月）

要介護度 
利用できる単位数 

（区分支給限度基準額） 

おおよその利用限度額 

（１か月） 

事業対象者 5,032 単位 50,320 円 

要支援１ 5,032 単位 50,320 円 

要支援２ 10,531 単位 105,310 円 

要介護１ 16,765 単位 167,650 円 

要介護２ 19,705 単位 197,050 円 

要介護３ 27,048 単位 270,480 円 

要介護４ 30,938 単位 309,380 円 

要介護５ 36,217 単位 362,170 円 

※実際の費用は、単位数×地域区分単価（１０円～１１.０５円）によって算出されます。 

サービスにかかる費用 
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第１号被保険者（６５歳以上の方）と、第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満

の方で医療保険に加入している方）では、介護保険料の額と納め方が異なります。 

◆第１号被保険者（６５歳以上の方） 

第１号被保険者の介護保険料は、市民税の課税の有無や所得状況などに応じ、 

次表の額になります。

≪令和４年度保険料（年額）≫ 

所得段階 対象者 保険料率（※） 

第１段階 

生活保護を受給している方、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉
年金を受給している方、または、世帯全員が市民税非課税で、本
人の前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が 80
万円以下の方 

基準額×0.3 

21,723 円

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金
以外の合計所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 

基準額×0.35 

25,343 円

第３段階 
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と年金
以外の合計所得金額の合計が 120 万円を超える方 

基準額×0.6 
43,445 円 

第４段階 
本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本人の
前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が 80万円
以下の方 

基準額×0.85 
61,546 円 

第５段階 
本人が市民税非課税で、世帯の中に市民税課税者がおり、本人の
前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が 80万円
を超える方 

基準額 
72,408 円 

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 125万円未満の方 
基準額×1.10 
79,649 円 

第７段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 125 万円以上 200 万
円未満の方 

基準額×1.30 
94,131 円 

第８段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 200 万円以上 350 万
円未満の方 

基準額×1.50 
108,612 円 

第９段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 350 万円以上 500 万
円未満の方 

基準額×1.70 
123,094 円 

第 10 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 500 万円以上 700 万
円未満の方 

基準額×2.00 
144,816 円 

第 11 段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 700 万円以上 1,000
万円未満の方 

基準額×2.30 
166,539 円 

第 12 段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 1,000 万円以上の方 
基準額×2.65 
191,882 円 

介護保険料の額と納入方法 
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※保険料率の１００円未満を切り捨てた金額が、納めていただく介護保険料額（年額）となります。

※第１号被保険者で老齢（退職）・障害・遺族年金額が年額１８万円以上の方は、年金からの天引きに

なります（特別徴収）。 

※年金が年額１８万円未満の方、又は年度途中で６５歳になった方及び転入された方などは、納入通

知書・口座振替などにより市に納めていただきます（普通徴収）。 

※合計所得金額・・・・「収入」から必要経費の相当額を差し引いた額が「所得」で、全てを足し合

わせたものが「合計所得金額」です。保険料に係る所得段階の算定においては、合計所得金額から

「長期譲渡所得・短期譲渡所得に係る特別控除額」を差し引いた金額を用います。介護保険制度の所

得指標の見直しにより、税制改正(給与所得控除及び公的年金等控除の見直し)に伴う影響はありませ

ん。 

◆第２号被保険者（４０歳以上６５歳未満の医療保険に加入している方） 

第２号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険（健康保険組合や国民 

健康保険など）の算定方法により決められ、医療保険料と合わせて納めていただき

ます。 

区  分 第１号被保険者 第２号被保険者 

対 象 者 ６５歳以上の方 ４０歳から６４歳までの方 

保 険 料 所得段階に応じてさいたま市が決定 
加入している医療保険の算定

方法に基づいて決定 

保 険 料 の 

納 入 方 法 

① 老齢（退職）・障害・遺族年金額

が、年額１８万円以上の方は、年金

から天引き（特別徴収） 

② 年金が年額１８万円未満の方、又

は年度途中で６５歳になった方及び

転入された方などは、納入通知書・

口座振替などにより納入（普通徴

収） 

医療保険料と合わせて納入 

詳しくは、各区高齢介護課介護保険係（裏表紙参照）にお問合

せいただくか、パンフレット「さいたま市の介護保険」をご覧

ください。 

「さいたま市の介護保険」は、各区高齢介護課窓口とさいたま

市役所 介護保険課窓口にて配布しております。 
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介護予防について学んだり、社会参加を支援するための事業です。 

皆さんが、いつまでも元気に自立した生活を送るために、地域で「自発的に」「参加意

欲を持って」「継続的に活動」ができるよう応援します。 

ますます元気教室 

◆対 象 者  さいたま市内に住所を有する６５歳以上の方 

◆内  容  おもりを使った筋力トレーニング「いきいき百歳体操）を体験で

き、口腔ケア、栄養改善、認知症予防について学ぶ教室です。 

◆費  用  無料 

◆実施場所  各公民館等 

健口教室 

◆対 象 者  さいたま市内に住所を有する６５歳以上の方 

◆内  容  フレイル（虚弱）予防、肺炎予防、認知症予防のために、高齢期

の栄養・口腔機能の向上について学ぶ教室です。 

◆費  用  無料 

◆実施場所  各区役所、各公民館等 

いきいきサポーター養成講座 

◆対 象 者  さいたま市内に住所を有する方 

◆内  容  いきいき百歳体操等の介護予防に有効な運動方法や、講座終了

後にボランティア（いきいきサポーター）として地域で活動する

ために必要なことについて学ぶ講座です。 

◆費  用  無料 

◆実施場所  各区役所等 

すこやか運動教室 

◆対 象 者  さいたま市内に住所を有する６５歳以上の方 

◆内   容  公園や小学校などに設置されたすこやか遊具を使い、運動を行

う教室です。 

◆費  用  無料 

◆実施場所  市内３３か所の公園や小学校等 

地域支援事業

一般介護予防事業 
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生きがい・健康づくり教室 

◆対 象 者  さいたま市内に住所を有する６５歳以上の方 

◆内  容  歴史・文学などの学習、趣味活動、体操などを行う教室です。 

◆費  用  無料 

◆実施場所  各公民館 
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高齢者の方が、住みなれた地域でいきいきと安心した生活ができるように支援を

行う総合相談窓口です（相談は無料）。 

専門知識を持った保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心となって、

介護予防に関するケアマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行う

ため、市内に２７のシニアサポートセンター（地域包括支援センター）を設置して、

土日を含めて年中無休（年末年始を除く）で開所しています。 

また、介護者支援・交流のための介護者サロンや、認知症支援・交流のためのオ

レンジカフェ（認知症カフェ）を開催しています。まずはお電話でお気軽にご相談

ください。 

※平成２５年４月から「地域包括支援センター」の愛称が「シニアサポートセンタ

ー」になりました。 

◆主な支援業務 

・総合相談業務 

 （介護に関する相談や健康、福祉、医療に関する総合相談） 

・権利擁護業務 

 （「成年後見制度」に関する相談、高齢者虐待の防止・早期発見等） 

・包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 （地域の介護サービス提供事業者、医療・行政機関とのネットワークづくり、 

地域のケアマネジャーの支援・指導） 

  ・介護予防ケアマネジメント業務 

   （介護予防の取り組み支援、介護（予防）サービスの利用支援） 

  ・高齢者生活支援体制整備事業 

   （地域支え合い推進員による、地域支え合い活動等の支援） 

◆シニアサポートセンター（地域包括支援センター）の問合せ先 

   お住いの地域によって、担当するシニアサポートセンター（地域包括支援セ 

ンター）が異なります。次ページからの圏域別区町名（アイウエオ順）住所一 

覧表をご覧ください。 

シニアサポートセンター（地域包括支援センター） 

どこのシニアサポート 

センターに相談したら 

いいだろう？ 

→３４～３７ページへ 
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北部圏域　シニアサポートセンター三恵苑
　所在地：西区大字中釘２１６２－４　星本ビル１階
　TEL：０４８－６２０－１３１２　FAX：０４８－７８２－５７５１

南部圏域　シニアサポートセンターくるみ
　所在地：西区大字西遊馬７７１－２
　TEL：０４８－６２２－８１０３　FAX：０４８－６２２－８１０４

大字内野本郷／大字指扇／大字指扇領辻／大字指扇領別所／大字清河寺／大字高木／大字中
釘／大字西新井／西大宮１～４丁目／大字平方領々家／大字宝来／大字峰岸／三橋６丁目／
宮前町

大字飯田／大字飯田新田／大字植田谷本／大字植田谷本村新田／大字佐知川／大字三条町／
大字島根／（西区）大字昭和／（西区）大字塚本／塚本町１～３丁目／大字土屋／大字中野
林／大字西遊馬／大字二ツ宮／プラザ／大字水判土／三橋５丁目／湯木町１～２丁目

西

区

北部圏域　シニアサポートセンター緑水苑
　所在地：北区吉野町１－２７－１３
　TEL：０４８－６６２－７３５０　FAX：０４８－６６２－７３６０

東部圏域　シニアサポートセンター諏訪の苑
　所在地：北区本郷町３４８－２
　TEL：０４８－６６２－７６００　FAX：０４８－６６２－７６０８

西部圏域　シニアサポートセンターゆめの園
　所在地：北区日進町２－８１３
　TEL：０４８－６５３－０５４４　FAX：０４８－６５３－２７２７

奈良町／別所町／宮原町１～４丁目／吉野町１～２丁目

植竹町１～２丁目／今羽町／土呂町／土呂町１～２丁目／東大成町１～２丁目／本郷町／盆
栽町／見沼１～３丁目

大成町４丁目／櫛引町２丁目／日進町１～３丁目

北

区

東部圏域　シニアサポートセンター白菊苑
　所在地：大宮区天沼町１－１５４－１
　TEL：０４８－６５８－５５８８　FAX：０４８－６４８－５５８２

西部圏域　シニアサポートセンター春陽苑
　所在地：大宮区大成町２－３９７－３
　TEL：０４８－６６１－８６１１　FAX：０４８－６５４－９２１２

東町１～２丁目／天沼町１～２丁目／大原６～７丁目／吉敷町１～４丁目／北袋町１～２丁
目／下町１～３丁目／寿能町１～２丁目／浅間町１～２丁目／大門町１～３丁目／高鼻町１
～４丁目／土手町１～３丁目／（大宮区）仲町１～３丁目／堀の内町１～３丁目／（大宮
区）宮町１～５丁目

大成町１～３丁目／上小町／櫛引町１丁目／桜木町１～４丁目／錦町／三橋１～４丁目

大

宮

区

圏域別区町名（アイウエオ順）住所一覧表 
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北部圏域　シニアサポートセンターさいたまやすらぎの里
　所在地：見沼区卸町２－２１－１
　TEL：０４８－６８０－３２８９　FAX：０４８－６８０－３２３０

東部圏域　シニアサポートセンター敬寿園七里ホーム
　所在地：見沼区大谷２０２２－１
　TEL：０４８－６８１－６６１４　FAX：０４８－６８１－６２００

西部圏域　シニアサポートセンター大和田
　所在地：見沼区大和田町２－１３８７－１
　TEL：０４８－６８５－８７９１　FAX：０４８－６８５－５５１４

南部圏域　シニアサポートセンター敬寿園
　所在地：見沼区南中野２８７　ソレイユ南中野１０１
　TEL：０４８－６８１－５１５１　FAX：０４８－６８１－５１５２

大和田町１～２丁目／島町／島町１～２丁目／大字砂／砂町２丁目／東大宮１～７丁目／堀
崎町

加田屋１～２丁目／大字片柳／片柳１～２丁目／片柳東／大字上山口新田／大字笹丸／大字
新右ェ門新田／大字染谷／染谷１～３丁目／大字中川／大字西山新田／大字西山村新田／大
字東新井／大字御蔵／大字南中野／大字南中丸／大字見山／大字山

卸町１～２丁目／大字小深作／春岡１～３丁目／春野１～４丁目／大字深作／深作１～５丁
目／大字丸ヶ崎／丸ヶ崎町／大字宮ヶ谷塔／宮ヶ谷塔１～４丁目

大字大谷／大字加田屋新田／大字新堤／大字蓮沼／大字東宮下／東宮下１～３丁目／大字東
門前／大字膝子／大字風渡野

見

沼

区

北部圏域　シニアサポートセンター彩寿苑
　所在地：桜区大字宿４００
　TEL：０４８－８５７－６５１７　FAX：０４８－８５７－６５００

南部圏域　シニアサポートセンターザイタック
　所在地：桜区田島５－２５－８　Ｕ２１ビル２階
　TEL：０４８－８３６－３５０３　FAX：０４８－８３６－３５０７

桜

区

大字大久保領家／大字上大久保／大字五関／大字在家／栄和２～５丁目／大字下大久保／大
字宿／(桜区)大字昭和／大字白鍬／大字神田／（桜区）大字塚本／中島４丁目５番 ～ 最終
番地

栄和１・６丁目／桜田１～３丁目／新開１～４丁目／田島１～１０丁目／大字道場／道場１
～５丁目／中島１～３丁目／中島４丁目１番 ～ ４番／西堀１～１０丁目／大字町谷／町谷
１～４丁目／南元宿１～２丁目／山久保１～２丁目

北部圏域　シニアサポートセンターナーシングヴィラ与野
　所在地：中央区本町東６－１０－１
　TEL：０４８－８５９－５３７５　FAX：０４８－８５７－８５３２

南部圏域　シニアサポートセンターきりしき
　所在地：中央区新中里２－８－６
　TEL：０４８－８５８－２１２１　FAX：０４８－８５８－６９６９

円阿弥１～７丁目／大字上落合／上落合１～９丁目／桜丘１～２丁目／新都心／八王子１～
５丁目／本町西１～６丁目／本町東１～７丁目

上峰１～４丁目／大戸１～６丁目／大字下落合／下落合２～７丁目／新中里１～５丁目／鈴
谷１～９丁目

中

央

区
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北部圏域　シニアサポートセンターかさい医院
　所在地：浦和区針ヶ谷３－１３－１８
　TEL：０４８－８２３－３０３１　FAX：０４８－８２３－３０３２

東部圏域　シニアサポートセンタースマイルハウス浦和
　所在地：浦和区領家４－１３－３
　TEL：０４８－８１３－７７１０　FAX：０４８－８１３－７７３１

中部圏域　シニアサポートセンタージェイコー埼玉
　所在地：浦和区北浦和５－２－７
　TEL：０４８－８３４－３７８２　FAX：０４８－８３４－３７９４

南部圏域　シニアサポートセンター尚和園
　所在地：浦和区東岸町８－８
　TEL：０４８－８１３－８９１５　FAX：０４８－８８３－８６９６

浦

和

区

岸町１～７丁目／(浦和区)神明１～２丁目／東岸町／東高砂町／東仲町／前地１～３丁目／
本太１～５丁目

大原１～５丁目／上木崎１～８丁目／北浦和１～３丁目／皇山町／針ヶ谷１～３丁目／元町
１～３丁目

木崎１～５丁目／駒場１～２丁目／瀬ヶ崎１～５丁目／大東１～３丁目／大字三崎／領家１
～７丁目

北浦和４～５丁目／高砂１～４丁目／常盤１～１０丁目／(浦和区)仲町１～４丁目／針ヶ谷
４丁目

東部圏域　シニアサポートセンター社協みなみ
　所在地：南区南浦和３－４６－１０　ニチエイマンション１階
　TEL：０４８－８７１－１２３０　FAX：０４８－８８３－２７６０

中部圏域　シニアサポートセンターハートランド浦和
　所在地：南区別所３－１６－１１－１０１
　TEL：０４８－８３６－２９２９　FAX：０４８－８３６－２３３３

西部圏域　シニアサポートセンターけやきホームズ
　所在地：南区四谷２－１０－１７　寺本ビル１階
　TEL：０４８－７１０－７５５５　FAX：０４８－７１０－６５５５

南

区

大字円正寺／（南区）大字大谷口／大谷場１～２丁目／大字太田窪／太田窪２・４・５丁目
／大字広ケ谷戸／南浦和１～４丁目

鹿手袋１～３丁目／鹿手袋４丁目１番～１３番、１６番～１７番２号、１７番１６号～２３
番／鹿手袋７丁目６番～９番／白幡１～３丁目／(南区)神明１～２丁目／関１～２丁目／辻
１～８丁目／根岸１～５丁目／文蔵１～５丁目／別所１～５丁目／別所６丁目１番～１６
番、１７番７号～１９番１０号、１９番２１号～１９番最終号、２０番１４号～２０番２８
号／別所７丁目１番～１１番９号、１１番２５号～１１番最終号、１５番１号～１５番４
号、１５番２７号～１５番最終号／南本町１～２丁目

内谷１～７丁目／鹿手袋４・７丁目の南区中部以外の地番／鹿手袋５～６丁目／白幡４～６
丁目／沼影１～３丁目／別所６・７丁目の南区中部以外の地番／曲本１～５丁目／松本１～
４丁目／四谷１～３丁目
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北部圏域 シニアサポートセンターリバティハウス
　所在地：緑区松木３－２９－５
　TEL：０４８－８７５－３１１１　FAX：０４８－８７５－３１１２

南部圏域　シニアサポートセンター浦和しぶや苑
　所在地：緑区大字中尾９２５
　TEL：０４８－８７６－１７７０　FAX：０４８－８７６－１８２１

緑

区

大字大崎／大字上野田／大字北原／大字玄蕃新田／道祖土１～４丁目／芝原１～３丁目／大
字下野田／大字新宿／大字大門／大字代山／大字高畑／大字寺山／大字中野田／大字南部領
辻／馬場１～２丁目／東大門１～３丁目／松木１～３丁目／大字間宮／大字三浦／美園１～
６丁目／大字見沼／大字三室／宮本１～２丁目／山崎１丁目

大字大牧／大字大間木／大間木２～３丁目／（緑区）大字大谷口／大字下山口新田／太田窪
１・３丁目／大字中尾／大字蓮見新田／原山１～４丁目／東浦和１～９丁目

北部圏域　シニアサポートセンター松鶴園
　所在地：岩槻区大字古ケ場１１
　TEL：０４８－７９５－２６５３　FAX：０４８－７９３－３１５５

中部圏域　シニアサポートセンター社協岩槻
　所在地：岩槻区本町３－２－５　ワッツ東館３階
　TEL：０４８－７５８－４３９５　FAX：０４８－７５８－８０９９

南部圏域　シニアサポートセンター白鶴ホーム
　所在地：岩槻区東岩槻４－５－１０
　TEL：０４８－７９０－３３１１　FAX：０４８－７９０－３３１２

大字相野原／愛宕町／大字岩槻３４６番地 ～１５２７番地、４９５３番地 ～５００９番
地、５１１３番地 ～５１９０番地、５２０５番地 ～５２０７番地、５２４３番地 ～５２
４４番地、５２５９番地 ～５３１８番地３、５３２７番地 ～７２７９番地１／大字上野／
上野１～６丁目／大字裏慈恩寺／大字表慈恩寺／大字掛／大字金重／大字鹿室／大字古ヶ場
／古ヶ場１～２丁目／大字小溝／大字慈恩寺／諏訪１～５丁目／大字徳力／西町１丁目４番
～ ６番／西町４～５丁目／日の出町／大字平林寺／大字本宿／大字馬込／大字南辻／大字
南平野／（岩槻区）宮町１～２丁目／美幸町

大字岩槻３１６８番地 ～４９５２番地１１、５０１０番地 ～５１１２番地、５１９１番地
～５２０４番地、５２０８番地 ～５２４２番地、５２４５番地 ～５２５８番地、５３１９
番地 ～５３２６番地／太田１～３丁目／大字加倉１５６２番地 ～１７１８番地／加倉１～
４丁目／城町１～２丁目／（岩槻区）仲町１～２丁目／並木１～２丁目／西原／西原台１～
２丁目／西町１丁目１番 ～ ３番、７番／西町２～３丁目／（岩槻区）東町１～２丁目／本
町１～６丁目／本丸１～４丁目／大字箕輪

大字飯塚／大字浮谷／大字大口／大字大戸／大字大野島／大字大森／大字大谷／大字尾ヶ崎
／大字尾ヶ崎新田／大字釣上／大字釣上新田／大字加倉１番地～１５０４番地、１９３６番
地 ～７７４９番地／加倉５丁目／大字柏崎／上里１～２丁目／大字黒谷／大字笹久保／大
字笹久保新田／城南１～５丁目／大字真福寺／大字末田／大字高曽根／大字長宮／大字新方
須賀／大字野孫／原町／東岩槻１～６丁目／府内１～４丁目／大字増長／美園東１～３丁目
／大字南下新井／南平野１～５丁目／大字村国／大字谷下／大字横根

岩

槻

区
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