
7月13日（水）対象事業所一覧

午前の部、午後の部と分かれております。どちらに出席していただくかはこちらで指定させていただいておりますので、事業所ごとに日時をご確認ください。

※並びは法人ごとになっています。また、同じ事業所でも事業所番号が分かれている場合は分けて記載しています。

午前の部：午前10時～午前11時50分　　　午後の部：午後２時～午後３時50分

ＫＴＢＩ株式会社 ことぶきハウス 1116510791 午前
自立訓練(機能訓
練)(共生型)

ＭＣＳハートフルＡ株式会社
ＭＣＳハートフルＡ株式会社　さいたまセン
ター

1116508068 午前 就労継続Ａ

ＮＰＯ法人あるさ 多機能型事業所あした 1116504547 午前 生活介護 就労継続Ｂ

ＮＰＯ法人ともに生きる会 さんご 1116504166 午前 就労継続Ｂ

NPO法人ともに生きる会 さんご１号館 1126505088 午前 共同生活援助

ＮＰＯ法人ともに生きる会 さんご２号館 1116505098 午前 短期入所

WOOOLY株式会社 ウーリー与野本町 1116511609 午前 就労継続Ｂ

アイ・トライ合同会社 アイトライさいたまセンター 1116506120 午前 就労移行

アイ・トライ合同会社 アイトライさいたまセンター 1116509223 午前 就労定着支援

アイ・トライ合同会社 アイトライ武蔵浦和センター 1116509736 午前 就労移行
自立訓練(生活訓
練)

アイ・トライ合同会社 アイトライ武蔵浦和センター 1116511104 午前 就労定着支援

アイ・トライ合同会社 アイトライリワーク大宮 1116512755 午前
自立訓練(生活訓
練)

一般社団法人　空想庭園 クオ・ヴァディス 1116508050 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人　障害者支援協
会

生活介護事業所　ゆいまーる 1116510940 午前 生活介護

一般社団法人　日本包括支援
ファーム

グループホーム　ルビーノ 1126508264 午前 共同生活援助

一般社団法人　ゆたか 就労継続支援Ｂ型事業所　ゆたか 1116506831 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人　ゆたか グループホーム中々 1126507951 午前 共同生活援助

一般社団法人　朗真堂 朗真堂 1116505577 午前 就労継続Ａ 就労移行

一般社団法人　朗真堂 朗真堂カラーズ 1116511112 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人Nagi Studio Nagi 1116512177 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人onehand onehand 1126508280 午前 共同生活援助

一般社団法人onehand onehand 1116508837 午前 短期入所

一般社団法人tokotoko発達支
援センター

tokotoko桜 1116505379 午前 生活介護

一般社団法人アップリフト アップリフト 1126509932 午前 共同生活援助

一般社団法人あるかでぃあ 多機能型事業所ぱらだいすかふぇ 1116510353 午前 生活介護 就労継続Ｂ

一般社団法人あるかでぃあ ケアハウスしゃんぐりら 1126508371 午前 共同生活援助

一般社団法人あるかでぃあ ケアハウスしゃんぐりら 1116508373 午前 短期入所

一般社団法人インクルーシブ・
ジャパン

いんくるーしぶホーム深作 1126511771 午前 共同生活援助

一般社団法人かがやき ピア・サポート 1126508397 午前 共同生活援助

一般社団法人キャリアプラザ きずな工房 1116507821 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人グロース LIFE 1116508308 午前 就労継続Ａ

法人(設置者)名 事業所名 サービス内容②サービス内容① サービス内容⑤サービス内容③ サービス内容④午前・午後事業所番号
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法人(設置者)名 事業所名 サービス内容②サービス内容① サービス内容⑤サービス内容③ サービス内容④午前・午後事業所番号

一般社団法人讃盟会 ＮＥＸＴ　ＡＩＲ 1116507623 午前 就労継続Ａ

一般社団法人讃盟会 ＮＥＸＴ　CLASS 1116511211 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人地域支援協会 ありがとう生活介護事業所 1116510866 午前 生活介護

一般社団法人つむぎ ワークステーションつみ喜 1116509124 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人とまりぎ ふくふく 1116507243 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人とまりぎ ふくふく　東町作業所 1116508639 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人とまりぎ ふくふく　深作作業所 1116509819 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人とまりぎ 本丸ホーム 1126507233 午前 共同生活援助

一般社団法人ノーマライズうら
わ

グリーンフィンガーズ 1116504612 午前 就労移行 就労継続Ｂ

一般社団法人みらいと福祉会 生活介護事業所　みらいと 1116510502 午前 生活介護

一般社団法人やしま共生会 やしま共生会就労支援事業所 1116512714 午前 就労継続Ｂ

一般社団法人ライフケアサポー
ト

友愛館 1126512308 午前 共同生活援助

一般社団法人ローズマリー タイム 1126507845 午前 共同生活援助

医療法人　若杉会 医療型短期入所施設　南平野クリニック 1116506500 午前 短期入所

医療法人社団　葵会 医療型短期入所　葵の園・大宮 1116505593 午前 短期入所

医療法人社団　春志会 グループホームはなつみ 1126512506 午前 共同生活援助

医療法人社団　春志会 千乃詩 1116507532 午前 就労継続Ｂ

インクルード株式会社 ニューロリワーク　大宮センター 1116510304 午前
自立訓練(生活訓
練)

インクルード株式会社 ニューロリワーク　大宮センター 1116512292 午前 就労定着支援

インクルード株式会社 ニューロワークス　大宮南センター 1116512839 午前 就労移行

ウェルビー株式会社 ウェルビー大宮センター 1116505684 午前 就労移行

ウェルビー株式会社
就労定着支援事業所　ウェルビー大宮セン
ター

1116509157 午前 就労定着支援

エリフェス株式会社 グループホーム　エミナ 1126510369 午前 共同生活援助

金沢ＱＯＬ支援センター株式会
社

リハスワークうらわ 1116512417 午前 就労継続Ｂ

株式会社　生きいき まんま村　そらの郷 1116505791 午前 生活介護

株式会社　生きいき まんま荘 1126507993 午前 共同生活援助

株式会社　生きいき まんま荘 1116507995 午前 短期入所

株式会社　手つなぎホーム 生活介護つむぎ 1116508878 午前 生活介護

株式会社　ハマウラ福祉工場 株式会社ハマウラ福祉工場 1116502525 午前 就労継続Ａ 就労継続Ｂ

株式会社　れいめい グループホームれいめい 1126512084 午前 共同生活援助

株式会社Ｂ・Ｃケアサポート グループホーム　サクラ荘 1126510906 午前 共同生活援助

株式会社ＢＥＬＬ　Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎ
ｔ　Ｓｕｐｐｏｒｔ

ＢＥＬＬ武蔵浦和 1116512680 午前 就労継続Ｂ

株式会社ｂｌｏｏｍ ノア 1116510858 午前 就労移行
自立訓練(生活訓
練)
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株式会社DAP 氷川の杜　SAKURA 1116512482 午前 就労継続Ａ

株式会社HOPE 共同生活援助　HOPEハウス 1126511953 午前 共同生活援助

株式会社ITワークス ITワークス　浦和 1116511120 午前 就労継続Ｂ

株式会社Kaien Kaien大宮 1116511690 午前 就労移行
自立訓練(生活訓
練)

株式会社Kaien Kaien大宮 1116512813 午前 就労定着支援

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズLITALICOワークスさいたま浦和 1116503655 午前 就労移行

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズLITALICOワークス大宮 1116507003 午前 就労移行

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズLITALICOワークス大宮 1116509132 午前 就労定着支援

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズLITALICOワークスさいたま浦和 1116509140 午前 就労定着支援

株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯパートナーズLITALICOワークス大宮西口 1116512318 午前 就労移行

株式会社PiiS　Road PiiS　Plaza　さいたま 1116512888 午前 就労継続Ｂ

株式会社Rodina リワークセンター大宮 1116511807 午前
自立訓練(生活訓
練)

株式会社Rodina リワークセンター大宮東口 1116512847 午前
自立訓練(生活訓
練)

株式会社Ｖｉｓｅｏ グループホームＶｉｓｅｏ 1126509858 午前 共同生活援助

株式会社アイライフ あいらいふ 1116511682 午前 就労継続Ｂ

株式会社アクセシブル アクセシブル北大宮 1116511906 午前 就労継続Ｂ

株式会社アストコ ブライトさいたま 1116508431 午前 就労移行

株式会社アニスピホールディン
グス

わおん障がい者グループホーム浦和針ヶ谷 1126511359 午前 共同生活援助

株式会社アニスピホールディン
グス

わおん障がい者グループホームさいたま見
沼

1126512076 午前 共同生活援助

株式会社アモナプランニング ヘーゼル大宮 1116513027 午前 就労継続Ｂ

株式会社イマジネーション 障がい者グループホームさくらいろ 1126509999 午前 共同生活援助

株式会社ウィルピース ウィルピース 1126510484 午前 共同生活援助

株式会社ウィンブル リブル 1116508787 午前 就労継続Ｂ

株式会社ウインブル ＳＥＶＥＮ 1126505153 午前 共同生活援助

株式会社ウォントスタッフ のぞみリハビリテーション 1116510254 午前
自立訓練(機能訓
練)(共生型)

株式会社エバプラ エバプラ浦和北 1116504539 午前 就労継続Ａ

株式会社エバプラ エバプラ大宮 1116504943 午前 就労継続Ａ

株式会社エバプラ エバプライースト 1116505361 午前 就労継続Ａ

株式会社エバプラ エバプラ大宮北 1116507128 午前 就労継続Ａ

株式会社エバプラ エバプラ浦和 1116507359 午前 就労継続Ａ

株式会社介護サービスひまわり 多機能型事業所わかくさ 1116505486 午前 生活介護

株式会社家集 グループホームごらくさいたま 1126512506 午前 共同生活援助

株式会社絆 グループホーム心 1126510427 午前 共同生活援助
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法人(設置者)名 事業所名 サービス内容②サービス内容① サービス内容⑤サービス内容③ サービス内容④午前・午後事業所番号

株式会社クラ・ゼミ アクセスジョブさいたま 1116510312 午前 就労移行

株式会社クラ・ゼミ アクセスジョブ浦和 1116511377 午前 就労移行

株式会社クラ・ゼミ アクセスジョブさいたま 1116512672 午前 就労定着支援

株式会社グランメル self-A・アイステージ中浦和 1116507169 午前 就労継続Ａ

株式会社国土信和 しんわ東川口 1126512621 午前 共同生活援助

株式会社国土信和 しんわ東川口ショートステイ 1116512631 午前 短期入所

株式会社国土信和 しんわ東川口ショートステイ２ 1116513100 午前 短期入所

株式会社ココルポート Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ大宮Ｏｆｆｉｃｅ 1116507680 午前 就労移行

株式会社ココルポート Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ大宮第２Ｏｆｆｉｃｅ 1116508944 午前 就労移行

株式会社ココルポート Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ武蔵浦和Ｏｆｆｉｃｅ 1116509025 午前 就労移行

株式会社ココルポート Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ大宮Ｏｆｆｉｃｅ 1116509165 午前 就労定着支援

株式会社ココルポート Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ武蔵浦和Ｏｆｆｉｃｅ 1116510007 午前 就労定着支援

株式会社ココルポート Ｃｏｃｏｒｐｏｒｔ大宮第２Ｏｆｆｉｃｅ 1116510932 午前 就労定着支援

株式会社ココルポート ＣｏｃｏｒｐｏｒｔＣｏｌｌｅｇｅ大宮キャンパス 1116511468 午前
自立訓練(生活訓
練)

株式会社ココルポート ＣｏｃｏｒｐｏｒｔＣｏｌｌｅｇｅ大宮東口キャンパス 1116512797 午前
自立訓練(生活訓
練)

株式会社サザンツリー グループホーム　こなみ 1126512373 午前 共同生活援助

株式会社ジェイド ミライズ土呂 1116510403 午前 就労継続Ｂ

株式会社スタートライン 就労移行支援　るりはり大宮 1116512029 午前 就労移行

株式会社ゼネラルパートナーズ アスタネ 1116506559 午前 就労継続Ａ

株式会社ゼネラルパートナーズ atGPジョブトレIT・Web大宮 1116511708 午前 就労移行

株式会社ゼネラルパートナーズ atGPジョブトレIT・Web大宮 1116512995 午前 就労定着支援

株式会社たんぽぽ たんぽぽファーム 1116507011 午前 生活介護

株式会社たんぽぽ ショートステイたんぽぽ 1116505221 午前 短期入所

株式会社地域福祉サービス みぬまたんぼ 1126510781 午前 共同生活援助

株式会社千真 スタークリエイト 1116508464 午前 就労継続Ａ

株式会社千真 グループホーム　暖 1126511474 午前 共同生活援助

株式会社チャレジョブ チャレジョブセンター浦和 1116508589 午前 就労移行

株式会社チャレジョブ チャレジョブセンター浦和 1116509793 午前 就労定着支援

株式会社チャレンジドジャパン チャレンジドジャパン大宮センター 1116506146 午前 就労移行

株式会社チャレンジドジャパン チャレンジドジャパン大宮センター 1116509181 午前 就労定着支援

株式会社チャレンジプラット
フォーム

サニースポット大和田 1116511997 午前 就労継続Ｂ

株式会社ティーブレイス with go 1116511831 午前 就労継続Ａ

株式会社とんぼ 就労継続支援　とんぼ 1116507219 午前 就労継続Ｂ
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法人(設置者)名 事業所名 サービス内容②サービス内容① サービス内容⑤サービス内容③ サービス内容④午前・午後事業所番号

株式会社ハート＆アート ダイアリー 1116505692 午前 機能訓練 生活介護

株式会社パザパ・エンターテイ
メント

えーる 1116508936 午前 就労継続Ｂ

株式会社バンダイナムコウィル
バンダイナムコウィル　みらいステーション
さいたま

1116509470 午前 就労移行

株式会社東日本ユニバーサル グランシティ 1116508092 午前 就労継続Ａ

株式会社ヒューマンキュア オフィスキュア 1116510874 午前 就労継続Ｂ

株式会社ヒューマンキュア キュアホーム 1126509064 午前 共同生活援助

株式会社ヒューマンキュア キュアホーム4号棟 1116510957 午前 短期入所

株式会社びりーぶ 彩のいえ 1126505658 午前 共同生活援助

株式会社プレイファースト ＷＥＳＴＩＥ－ＯＮＥ 1126508074 午前 共同生活援助

株式会社プレイファースト 犬も歩けば・・・。 1116507904 午前 就労継続Ｂ

株式会社プレジールシステム グループホームプレジールさいたま 1126511003 午前 共同生活援助

株式会社プロペラジャパン ぽかぽかハウス 1116511815 午前 生活介護 短期入所

株式会社ほがらか ほのぼの 1126508447 午前 共同生活援助

株式会社恵 グループホームふわふわ東大宮 1126511862 午前 共同生活援助

株式会社恵 グループホームふわふわ原山 1126512035 午前 共同生活援助

株式会社恵 グループホームふわふわ東大宮 1116511872 午前 短期入所

株式会社恵 グループホームふわふわ原山AB 1116512045 午前 短期入所

株式会社恵 グループホームふわふわ原山C 1116512052 午前 短期入所

株式会社メディエクウス 湯澤トレーニングセンター 1116507516 午前 機能訓練

株式会社ヤスコーポレーション クラフトBOX 1116510981 午前 就労継続Ｂ

株式会社ユーエイチ アドライズｐｌｕｓ浦和駅前センター 1116512581 午前 就労移行

株式会社ゆたかカレッジ ゆたかカレッジ埼玉キャンパス 1116510619 午前
自立訓練(生活訓
練)

就労移行

株式会社吉田フロアー 楽しいわが家生活介護事業所 1116505346 午前 生活介護

株式会社ライトハウス 就労移行支援事業所ライトハウス 1116506377 午前 就労移行

株式会社ライトハウス 就労定着支援事業所ライトハウス 1116509199 午前 就労定着支援

株式会社ライフサービス ディーキャリア　大宮オフィス 1116508829 午前 就労移行

株式会社ライフサービス ディーキャリア　大宮第二オフィス 1116510841 午前 就労移行

株式会社ライフサービス 就労定着支援ディーキャリア大宮事業所 1116511765 午前 就労定着支援

株式会社ライフサービス
就労定着支援ディーキャリア大宮第二事業
所

1116512458 午前 就労定着支援

株式会社ライフサービス ディーキャリアITエキスパート　大宮オフィス 1116512706 午前 就労移行

株式会社ラシエル グループホームＲＡＳＩＥＬ南中丸 1126512530 午前 共同生活援助

株式会社ラシエル グループホームＲＡＳＩＥＬ南中丸 1116512540 午前 短期入所

株式会社ロトエンブレム わおん障害者グループホーム浦和大谷口 1126512191 午前 共同生活援助
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株式会社ワンダフル ワンダフル宮原 1116512441 午前 就労継続Ｂ

クオリティー株式会社 アトリエ・アンノウンⅡ　浦和 1116512748 午前 就労継続Ｂ

合同会社　ドリーム 夢工房　大宮 1116507342 午前 就労継続Ａ

合同会社　ドリーム 夢工房　大宮東口 1116508126 午前 就労継続Ａ

合同会社ＬＩＺＡＲＤ ＧＨ・シェモアⅠ 1126510419 午前 共同生活援助

合同会社ＭＡＨ 未来工房　南浦和 1116506997 午前 就労継続Ａ

合同会社ＭＡＨ 未来工房　南浦和 西口 1116507565 午前 就労継続Ａ

合同会社ＰＬＵＳ　ＹＵＩ－ＫＥＹ カランドリエ　癒しの家 1126510898 午前 共同生活援助

合同会社Size 就労支援センターsize 1116512359 午前 就労継続Ｂ

合同会社いろどりの森 いろどりの森 1126510997 午前 共同生活援助

合同会社おけらこ グループホームおけらこ 1126510328 午前 共同生活援助

合同会社ソレイユ うらら 1116506369 午前 就労継続Ａ

合同会社ソレイユ あおぞら 1116507086 午前 就労継続Ａ

合同会社ぽっかぽか社会福祉
サービス

ぽっかぽか社会福祉サービス 1126509106 午前 共同生活援助

合同会社ゆめか ゆめのかけはし 1126509718 午後 共同生活援助

さいたま福祉会株式会社 グランワークス 1116508670 午後 生活介護 短期入所

社会医療法人　さいたま市民医
療センター

社会医療法人　さいたま市民医療センター 1116507656 午後 短期入所

社会福祉法人　いーはとーぶ 生活介護事業いーはとーぶ 1116502350 午後 生活介護

社会福祉法人　いーはとーぶ 多機能型事業所街のステーション 1116505320 午後 就労継続Ｂ 生活介護

社会福祉法人　いーはとーぶ 短期入所事業みるきぃうぇい 1116502350 午後 短期入所

社会福祉法人　いーはとーぶ ケアホーム我が家 1126503612 午後 共同生活援助

社会福祉法人　うらわ学園 うらわ学園 1116508712 午後 就労定着支援

社会福祉法人　うらわ学園 うらわ学園 1116510056 午後 就労移行 就労継続Ｂ 自立訓練(生活訓練)

社会福祉法人　桜楓会 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 1116510544 午後 療養介護

社会福祉法人　桜楓会 医療型障害児入所施設　カリヨンの杜 1116508621 午後 短期入所

社会福祉法人　多満喜会 障害者支援施設　友愛学園 1116510213 午後 施設入所 生活介護

社会福祉法人　多満喜会 障害者支援施設　友愛学園 1116501535 午後 短期入所

社会福祉法人　希求会 さくら 1116502897 午後 生活介護 就労継続Ｂ

社会福祉法人　希求会 きらり 1116503937 午後 生活介護 就労継続Ｂ

社会福祉法人　希求会 ななほし 1116507433 午後 生活介護

社会福祉法人　希求会 三つ星 1116505288 午後 短期入所

社会福祉法人　希求会 ききゅうホーム 1126505161 午後 共同生活援助

社会福祉法人　希求会 ななほし 1116507433 午後 短期入所
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社会福祉法人　鴻沼福祉会 つばさ共同作業所 1116510122 午後 生活介護 就労継続Ｂ

社会福祉法人　鴻沼福祉会 そめや共同作業所 1116510023 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人　鴻沼福祉会 あざみ共同作業所 1116510114 午後 生活介護

社会福祉法人　鴻沼福祉会 きりしき共同作業所 1116504497 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人　鴻沼福祉会 のぞみホーム 1126505138 午後 共同生活援助

社会福祉法人　鴻沼福祉会 のぞみホーム 1116505148 午後 短期入所

社会福祉法人　鴻沼福祉会 ひかりホーム 1116508696 午後 短期入所

社会福祉法人　埼玉県身体障
害者福祉協会

埼玉県障がい者共同作業所 1116502376 午後 施設入所 就労移行 就労継続Ｂ 短期入所

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市障害者福祉施設
春光園けやき

1116510189 午後 生活介護
自立訓練(生活訓
練)

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市障害者福祉施設
春光園うえみず

1116510197 午後 生活介護

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市大崎むつみの里
第１事業所

1116502301 午後 生活介護 機能訓練
自立訓練(生活訓
練)

就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市　槻の木　第１やまぶき 1116502319 午後 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市　槻の木（第２やまぶき） 1116502327 午後 生活介護 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

かやの木 1116502335 午後 生活介護 就労継続Ｂ

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

日進職業センター 1116502343 午後 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市みずき園 1116503572 午後 生活介護

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

むつみホーム大間木 1126507811 午後 共同生活援助

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

むつみホーム大間木 1116508738 午後 短期入所

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

介護老人保健施設きんもくせい 1116506013 午後 短期入所

社会福祉法人　さいたま市社会
福祉事業団

さいたま市大砂土障害者
デイサービスセンター

1116501436 午後 生活介護 機能訓練

社会福祉法人　さくら草 デイセンターアトム 1116505775 午後 生活介護

社会福祉法人　さくら草 デイセンターかりん 1116510809 午後 生活介護

社会福祉法人　さくら草 さくら草グループホーム 1126506730 午後 共同生活援助

社会福祉法人　さくら草 てんハウスぐりん 1116506732 午後 短期入所

社会福祉法人　さくら草 デイセンターさくら草 1116510239 午後 生活介護

社会福祉法人　独歩 グループホーム独歩 1126505823 午後 共同生活援助

社会福祉法人　独歩 ショートステイ独歩 1116505825 午後 短期入所

社会福祉法人　独歩 どっぽジョブセンター 1116506229 午後 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　独歩 どっぽカフェ 1116511542 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人　のびろ会 のびろ作業所 1116510452 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人　ハッピーネット ゆめの園アクト大宮　多機能型事業所 1116502392 午後 生活介護 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　フルホープ 障害福祉サービス事業所ウェントス指扇 1116505742 午後 生活介護

社会福祉法人　フルホープ 共同生活援助事業所イリス指扇 1126510815 午後 共同生活援助

7/11



法人(設置者)名 事業所名 サービス内容②サービス内容① サービス内容⑤サービス内容③ サービス内容④午前・午後事業所番号

社会福祉法人　フルホープ 障害福祉サービス事業所　ウェントス指扇 1116505742 午後 短期入所

社会福祉法人　フルホープ 共同生活援助事業所イリス指扇 1116510825 午後 短期入所

社会福祉法人　南桜会 けやき 1116508563 午後 生活介護 就労継続Ｂ 短期入所

社会福祉法人　南桜会 しらはた作業所 1116509561 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人　みぬま福祉会 大宮太陽の家 1116504505 午後 生活介護

社会福祉法人　むつみ会 介護老人保健施設　春陽苑 1116505585 午後 短期入所

社会福祉法人愛弘会 あいこう 1116510064 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人久美愛園 互助の里 1116510155 午後 施設入所 生活介護

社会福祉法人久美愛園 めぐみ園 1116510049 午後 施設入所 生活介護

社会福祉法人久美愛園 障害福祉サービス事業所てとて 1116510676 午後 生活介護

社会福祉法人埼玉聴覚障害者
福祉会

オハナハウス 1126505070 午後 共同生活援助

社会福祉法人埼玉聴覚障害者
福祉会

春里どんぐりの家 1116506203 午後 生活介護 就労継続Ｂ

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

さいたま西部生活支援センター 1116510742 午後 自立生活援助

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

すこやか倶楽部 1116511245 午後 生活介護

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

西大宮プロダクツ 1116511617 午後 生活介護

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

杉の子マート与野本町駅前店 1116513050 午後 生活介護

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

杉の子学園 1116501501 午後 短期入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

多機能型事業所 あかしあの森 1116502764 午後 短期入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

プリムローズ 1116505239 午後 短期入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

ゆずり葉 1116509595 午後 短期入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

プリムローズⅡ 1116510734 午後 短期入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

プリムローズ 1126502770 午後 共同生活援助

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

杉の子学園 1116502384 午後 生活介護 施設入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

ゆずり葉 1116509587 午後 生活介護 宿泊型自立訓練 就労継続Ａ 就労継続Ｂ 施設入所

社会福祉法人埼玉福祉事業協
会

多機能型事業所　あかしあの森 1116502764 午後 生活介護 就労継続Ａ 就労継続Ｂ

社会福祉法人ささの会 多機能型事業所ぽとふ館 1116506773 午後 生活介護 就労継続Ｂ

社会福祉法人ささの会 どうかん 1116501550 午後 短期入所

社会福祉法人ささの会 多機能型事業所 ぽとふ館 1116506773 午後 短期入所

社会福祉法人ささの会 短期入所事業所パンプキン 1116508688 午後 短期入所

社会福祉法人ささの会 どうかん 1116510221 午後 施設入所 生活介護

社会福祉法人ささの会 ほがらかホーム 1126502549 午後 共同生活援助

社会福祉法人シナプス さいたま市与野本町デイサービスセンター 1116510684 午後 生活介護（共生型）
自立訓練(機能訓
練)(共生型)

社会福祉法人城南会 デイサービスセンターしらさぎ 1116512268 午後 生活介護（共生型）
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社会福祉法人城南会 ショートステイ　しらさぎ 1116509975 午後 短期入所

社会福祉法人西部福祉会 就労継続支援施設よもの木 1116503929 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人ななくさ 多機能型大谷事業所 1116510163 午後 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人ななくさ ななくさ就労定着支援事業所 1116509330 午後 就労定着支援

社会福祉法人のびろ会 第２のびろ荘 1126509536 午後 共同生活援助

社会福祉法人北友会 障害福祉サービス事業所カーサ岩槻 1116506617 午後 生活介護

社会福祉法人北友会 障害福祉サービス事業所　フロス岩槻 1126510757 午後 共同生活援助

社会福祉法人北友会 障害福祉サービス事業所カーサ岩槻 1116506617 午後 短期入所

社会福祉法人北友会 障害福祉サービス事業所　フロス岩槻 1116510767 午後 短期入所

社会福祉法人もくせい福祉会 てづくり厨ふぁくとりー 1116504190 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人もくせい福祉会 ほっとラウンジ 1116506765 午後 就労継続Ｂ

社会福祉法人邑元会 しびらき通り商店街 1116508142 午後 就労移行 就労継続Ｂ

社会福祉法人　ハッピーネット ゆめの園アクト浦和　多機能型事業所 1116505205 午後 就労移行 就労継続Ｂ 生活介護

社会福祉法人きずなの会 きずなの里 1116504083 午後 施設入所 生活介護 短期入所

社会福祉法人久美愛園 久美学園 1116501519 午後 短期入所

社会福祉法人久美愛園 めぐみ園 1116501527 午後 短期入所

社会福祉法人久美愛園 互助の里 1116501543 午後 短期入所

社会福祉法人久美愛園 障害福祉サービス事業所てとて 1116510676 午後 短期入所

社会福祉法人久美愛園 久美彩ホーム 1126501574 午後 共同生活援助

社会福祉法人邑元会 障害者支援施設　しびらき 1116510148 午後 生活介護 施設入所

社会福祉法人邑元会 しびらき 1116501493 午後 短期入所

社会福祉法人邑元会 しびらきハウス桜新開 1116511054 午後 短期入所

社会福祉法人邑元会 しびらきハウスしき彩の杜Ⅰ 1116511062 午後 短期入所

社会福祉法人邑元会 しびらきハウスしき彩の杜Ⅱ 1116511070 午後 短期入所

社会福祉法人邑元会 しびらきハウス 1126501582 午後 共同生活援助

スタンディ株式会社 manaby大宮事業所 1116512490 午後 就労移行

ソーシャルインクルー株式会社
ソーシャルインクルーホームさいたま大和田
町

1126510435 午後 共同生活援助

ソーシャルインクルー株式会社 ソーシャルインクルーホームさいたま三室 1126511144 午後 共同生活援助

ソーシャルインクルー株式会社 短期入所さいたま大和田町 1116510445 午後 短期入所

ソーシャルインクルー株式会社 短期入所さいたま三室 1116511153 午後 短期入所

デコボコベース株式会社 ディーキャリアワーク　浦和スタジオ 1116511781 午後 就労移行
自立訓練(生活訓
練)

点心合同会社 グループホームしゅうまい 1126511235 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人
ねがいのいえ

グループホーム
ねがいのいえ

1126509619 午後 共同生活援助
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特定非営利活動法人
ねがいのいえ

短期入所ねがいのいえ 1116504687 午後 短期入所

特定非営利活動法人
ねがいのいえ

やじろべえ 1116509017 午後 生活介護

特定非営利活動法人　大宮あ
ゆむ会

歩歩舎 1116503598 午後 生活介護 短期入所

特定非営利活動法人　元気工
房

NPO法人　元気工房 1116503325 午後 生活介護 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人　ほっとプ
ラス

自立生活援助　ほっとプラス 1116509264 午後 自立生活援助

特定非営利活動法人　ほっとプ
ラス

グループホームほっとプラス 1126506821 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人愛生 はな音 1126509684 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人青い空 瑠璃の家 1116506021 午後 生活介護

特定非営利活動法人あけぼの
会

あけぼの作業所 1116506708 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人アンファ
ミーユ

あんふぁみーゆ 1116507151 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人オハナ さいどの家 1116504711 午後 生活介護

特定非営利活動法人織の音
アート・福祉協会

織の音工房 1116504877 午後 生活介護

特定非営利活動法人工房ポル
トス

工房ポルトス 1116504091 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人さいたま
福祉事業支援友の会

ほたるの里　さいたま 1126512977 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人生涯学習
コーディネート協会

キャリアプラス美蕾（みらい） 1116509207 午後 就労定着支援

特定非営利活動法人仲良し作
業所

仲良し作業所 1116504240 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人仲良し作
業所

仲良し作業所 1116510296 午後 就労定着支援

特定非営利活動法人ひかり福
祉会

みどり園 1116505783 午後 生活介護 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人ひな 作業所ひな 1116504273 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人フレンズ
ネットワーク

フレンズNET 1116503812 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人ほっとポットあおい荘 1116510668 午後 自立生活援助

特定非営利活動法人ほっとポットあおい荘 1126504446 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人みやはら
福祉会

短期入所一穂 1116505940 午後 短期入所

特定非営利活動法人みやはら
福祉会

ケアホーム力 1126505930 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人みやはら
福祉会

大空 1116505882 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人みやはら
福祉会

きらめき 1116505890 午後 生活介護

特定非営利活動法人みやはら
福祉会

ひびき 1116505924 午後 生活介護 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人みんなの
風福祉会

風舎 1116503143 午後 生活介護 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人ゆいのわ ゆいのわ 1116507722 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人ゆうの樹 ユウノキ 1116504984 午後 就労移行 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人ゆうの樹 ユウノキ 1116509215 午後 就労定着支援

特定非営利活動法人ゆうの樹 プレノワ 1116511625 午後 就労継続Ｂ

特定非営利活動法人わんぱくク
ラブ

デイズ 1116507888 午後 生活介護
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特定非営利法人生涯学習コー
ディネート協会

キャリアプラス美蕾（みらい） 1116505338 午後 就労移行 就労継続Ｂ

パーソルチャレンジ株式会社 ミラトレさいたま 1116506161 午後 就労移行

パーソルチャレンジ株式会社 ミラトレさいたま 1116509173 午後 就労定着支援

ハートバンク株式会社 パスレル東大宮 1116509728 午後 就労移行

ミナノワ株式会社 クライスハイムさいたま事業所 1126512118 午後 共同生活援助

有限会社　あさひ福祉サービス あさひ元気村 1116508027 午後 生活介護 就労継続Ｂ

有限会社アートライフ リハサービス西浦和 1116512235 午後 生活介護（共生型）

有限会社あさひ福祉サービス まるのいえ 1126508033 午後 共同生活援助

有限会社ケアーステーションさ
つき

アトリエ案樹 1116511641 午後 就労継続Ｂ

有限会社さいたまケアセンター ひなたぼっこ　グループホーム 1126509031 午後 共同生活援助

有限会社さいたまケアセンター アトリエ　ひなたぼっこ 1116512284 午後 就労継続Ｂ

有限会社福祉ネットワークさくら 多機能型事業所　アトリエ・モモ 1116506872 午後 生活介護 就労継続Ｂ

有限会社大和ハッピーケアサー
ビス

生活介護事業所ハッピーみつばち 1116512334 午後 生活介護

有限会社来楽 多機能型事業所　来楽大宮 1116508779 午後 生活介護 就労継続Ｂ

有限会社来楽 多機能型事業所　来楽見沼 1116505866 午後 生活介護

一般財団法人福祉教育支援協
会

シャローム浦和 1116510395 午後 就労移行

一般財団法人福祉教育支援協会シャローム浦和 1116512557 午後 就労定着支援

公益社団法人やどかりの里 ルポーズ 1116504380 午後 就労継続Ｂ

公益社団法人やどかりの里 サポートステーションやどかり 1116503978 午後 短期入所

公益社団法人やどかりの里 やどかり情報館 1116504430 午後 就労継続Ａ 就労継続Ｂ

公益社団法人やどかりの里 やどかりの里グループホーム 1126501590 午後 共同生活援助

公益社団法人やどかりの里 サポートステーションやどかり 1116503978 午後 宿泊型自立訓練 生活介護
自立訓練(生活訓
練)

公益社団法人やどかりの里 あゆみ舎 1116504109 午後 就労継続Ｂ

公益社団法人やどかりの里 エンジュ 1116504232 午後 就労継続Ｂ

公益社団法人やどかりの里 すてあーず 1116504323 午後 就労継続Ｂ

合同会社Walk　Hospitality グループホーム　オアシス 1126511276 午後 共同生活援助

特定非営利活動法人
片柳コイノニア

第１グループホームのぞみ 1126501905 午後 共同生活援助
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