
地域密着型サービス事業者の指定等の状況について
令和4年5月1日時点での地域密着型サービス事業所の一覧について状況を報告します。

（1）定期巡回・随時対応型訪問介護看護

番号 サ-ビス提供地域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月

1 浦和区・南区・緑区 医療法人青木会 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　あおぞら 埼玉県さいたま市南区大字円正寺520番13 H26.10.1

2 見沼区・岩槻区 株式会社ビジュアルビジョン けあビジョン東岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区上野2-9-4　103号 H27.10.1

3 西区・大宮区・中央区・桜区 株式会社 やさしい手 やさしい手白鍬定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 埼玉県さいたま市桜区白鍬736-8センチュリ-テラス白鍬 H28.5.1

4
緑区

（事業所から半径5㎞）
医療法人  明医研 明サポ-トヘルパ-ステ-ション 埼玉県さいたま市緑区松木3丁目16番地6　2階 H28.8.1

5 中央区 リハプライム株式会社 コンパス定期巡回 埼玉県さいたま市中央区上落合8丁目6-9 H30.7.1

6
北区・大宮区・見沼区・中央

区・浦和区・岩槻区
SOMPOケア株式会社 ＳＯＭＰＯケア　さいたま大宮東　定期巡回 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1-56-2　ワ-ルドビル2Ｆ H30.7.1

7 さいたま市全域 医療生協さいたま生活協同組合 医療生協ケアステーションうらしん 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目10番4号　2階 R3.9.1

8 南区中部圏域 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ そよ風定期巡回　さいたま南 埼玉県さいたま市南区文蔵2丁目13番10号　上松ビル1階 R3.10.1

（2）夜間対応型訪問介護

（3）（介護予防）認知症対応型通所介護

番号 日常生活圏域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月

1 西区南部 医療法人　博 会 まみや倶楽部 埼玉県さいたま市西区西遊馬1320番地1 H18.4.1

2 大宮区東部 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンタ-大宮公園 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-81 H25.9.1

3 大宮区東部 社会福祉法人　鴻鵠の会 おたっしゃ倶楽部ＤＣ　　　　　（R1.7.1～休止） 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町3-83-4 H25.3.1

4 大宮区西部 社会福祉法人大桜会 大宮諏訪の苑　デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-875-2 H29.5.1

5 見沼区南部 社会福祉法人　欣彰会 社会福祉法人　欣彰会　敬寿園　デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 H18.4.1

6 中央区南部 株式会社　ソワン ケアセンタ-　ソワン 埼玉県さいたま市中央区下落合2-20-19 H28.4.1

7 桜区北部 e・ライフサポ-ト株式会社 認知症デイサ-ビス・桜の宿 埼玉県さいたま市桜区宿140番地1 H31.2.1

8 浦和区北部 有限会社　福祉ネットワ-クさくら デイサ-ビス第2さくら 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6-9-3 H18.4.1

9 南区西部 株式会社　ソラスト デイサ-ビス　ソラスト武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区白幡4-19-1　第二春日ビル1Ｆ H18.4.1

10 南区中部 株式会社あすなろホ-ム あすなろホ-ム浦和 埼玉県さいたま市南区辻7-13-15 H30.7.1

11 南区東部 医療法人青木会 青木リハビリセンタ-東浦和 埼玉県さいたま市南区大谷口5702 H26.4.1

12 緑区北部 社会福祉法人  遍照会 白寿園 デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市緑区寺山157番地 H18.4.1

13 緑区北部 医療法人青木会 青木リハビリセンタ-さいたま 埼玉県さいたま市緑区三室26-4 H30.8.1

14 岩槻区北部 メディカル・ケア・サ-ビス株式会社 愛の家グル-プホ-ム　岩槻城北 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻6796 H30.5.1

（4）（介護予防）小規模多機能型居宅介護

番号 日常生活圏域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月日

1 西区西部 社会福祉法人　永寿荘 小規模多機能型居宅介護　扇の森 埼玉県さいたま市西区中釘2345-1 H25.4.1

2 北区東部 シン建工業株式会社 小規模多機能まごころ 埼玉県さいたま市北区本郷町730番地 H26.2.1

3 大宮区東部 社会福祉法人　鴻鵠の会 おたっしゃ倶楽部　おおみや 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町3丁目57番地1 H31.4.1

4 大宮区西部 株式会社やさしい手 小多機かえりえ上小町 埼玉県さいたま市大宮区上小町1481番地1 H31.4.1

5 見沼区西部 株式会社やさしい手 小多機かえりえ大和田 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1-525-1 H31.4.1

6 見沼区南部 ヒュ-マンライフケア株式会社 ヒュ-マンライフケア見沼の宿 埼玉県さいたま市見沼区南中野1038-1 H25.11.1

　　　該当なし
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7 見沼区東部 社会福祉法人欣彰会 敬寿園七里ホ-ム小規模多機能型居宅介護事業所アレ-ズ 埼玉県さいたま市見沼区大谷2022-1 H26.11.1

8 中央区北部 株式会社愛総合福祉 愛・小規模多機能与野 埼玉県さいたま市中央区八王子1-3-18 R2.4.1

9 桜区南部 株式会社愛総合福祉 愛・コミュニティホ-ムさいたま田島 埼玉県さいたま市桜区田島9-17-7 H27.4.1

10 浦和区東部 株式会社　埼玉コミュニケ-ションズ ルピナスケアセンタ- 埼玉県さいたま市浦和区領家3-19-7 H19.1.1

11 浦和区南部 ヒュ-マンライフケア株式会社 ヒュ-マンライフケア浦和の宿 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町4-1 H26.4.1

12 浦和区東部 社会福祉法人　鴻鵠の会 おたっしゃ倶楽部　うらわ　　　　（R2.2.1～休止） 埼玉県さいたま市浦和区領家7-28-7 H29.9.1

13 南区中部 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア武蔵浦和の宿 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目2番15号 R3.4.1

14 南区西部 パナソニックエイジフリ-株式会社 パナソニック　エイジフリ-ケアセンタ-さいたま武蔵浦和・小規模多機能 埼玉県さいたま市南区内谷6丁目2番26号 H29.7.1

15 緑区南部 株式会社愛総合福祉 愛・小規模多機能中尾 埼玉県さいたま市緑区中尾1338番地1 R3.11.1

（5）（介護予防）認知症対応型共同生活介護

番号 日常生活圏域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月日

1 西区南部 株式会社ふれあい広場 ふれあい多居夢大宮 埼玉県さいたま市西区植田谷本前通461-3 H29.3.1

2 西区北部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　清河寺 埼玉県さいたま市西区清河寺字東谷1088-6 H18.4.1

3 西区北部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　清河寺2 埼玉県さいたま市西区清河寺1195-1 H18.4.1

4 西区北部 特定非営利活動法人　福祉ネットワ-ク・エヌツ- ふるさとの家 埼玉県さいたま市西区清河寺722番地1 H18.4.1

5 西区北部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム大宮指扇 埼玉県さいたま市西区指扇566-1 H18.4.1

6 西区北部 株式会社サンガジャパン 西おおみや翔裕館 埼玉県さいたま市西区指扇3624番地 R3.4.1

7 西区北部 社会福祉法人フルホープ グループホーム　フルーレ指扇 埼玉県さいたま市西区指扇1377番地1 R4.4.1

8 北区東部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ムさいたま土呂 埼玉県さいたま市北区土呂町2-86-4 H23.10.1

9 北区東部 シン建工業株式会社 グル-プホ-ムまごころ 埼玉県さいたま市北区本郷町730番地 H26.2.1

10 北区東部 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケアさいたま今羽グループホーム 埼玉県さいたま市北区今羽町125番地1 R3.2.1

11 北区西部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム大宮櫛引 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-68-1 H18.4.1

12 北区北部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　宮原 埼玉県さいたま市北区宮原町1-530 H18.4.1

13 北区北部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　大宮吉野町 埼玉県さいたま市北区吉野町1-356-1 H18.4.1

14 北区北部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム大宮吉野町 埼玉県さいたま市北区吉野町2-263-4 H18.4.1

15 大宮区東部 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンタ-大宮公園 埼玉県さいたま市大宮区土手町1-81 H21.10.1

16 大宮区西部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家大宮三橋 埼玉県さいたま市大宮区三橋2-795 H18.4.1

17 大宮区西部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム大宮三橋 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目520-6 H18.4.1

18 見沼区東部 有限会社さいたまケアセンタ- ひなたぼっこ 埼玉県さいたま市見沼区蓮沼552-1 H18.4.1

19 見沼区南部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　南中野 埼玉県さいたま市見沼区南中野1050-8 H18.4.1

20 見沼区南部 社会福祉法人　友遊会 たのし家・うれし家　　　　　（R2.11.30～休止） 埼玉県さいたま市見沼区南中野915番地1 H22.10.1

21 見沼区南部 ヒュ-マンライフケア株式会社 ヒュ-マンライフケア見沼グル-プホ-ム 埼玉県さいたま市見沼区南中野1038-1 H25.11.1

22 見沼区南部 株式会社ツクイ ツクイさいたま見沼グループホーム 埼玉県さいたま市見沼区南中丸948番地1 R3.12.1

23 見沼区北部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家七里 埼玉県さいたま市見沼区春岡1丁目23番地5 H18.4.1

24 見沼区北部 社会福祉法人Ｆｌｏｗｅｒ サンケア春岡 埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目36番地7 R3.4.1

25 見沼区北部 株式会社リビングプラットフォームケア グループホーム　ライブラリななさと 埼玉県さいたま市見沼区大字風渡野2丁目12番地11 R2.10.1

26 見沼区北部 株式会社リビングプラットフォームケア グループホーム　ライブラリ東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目40番地 R2.10.1

27 中央区南部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　与野鈴谷 埼玉県さいたま市中央区鈴谷5-14-1 H18.4.1

28 中央区南部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家与野大戸 埼玉県さいたま市中央区大戸2-10-12 H18.4.1

29 中央区南部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム南与野 埼玉県さいたま市中央区鈴谷1-24-1 H18.4.1

30 中央区北部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ムみんなの家　与野本町 埼玉県さいたま市中央区本町東4-17-4 H18.4.1

31 中央区北部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ムさいたま八王子 埼玉県さいたま市中央区八王子3-11-8 H25.11.1

32 中央区北部 株式会社愛総合福祉 愛・グループホーム与野 埼玉県さいたま市中央区八王子１丁目3番18号 R2.4.1

33 桜区南部 株式会社愛総合福祉 愛・グル-プホ-ムさいたま田島 埼玉県さいたま市桜区田島9-17-7 H27.4.1
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34 桜区南部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ムさいたま山久保 埼玉県さいたま市桜区山久保1-7-13 H24.2.1

35 桜区北部 e・ライフサポ-ト株式会社 グル-プホ-ム・桜の宿 埼玉県さいたま市桜区宿140番地1 H31.2.1

36 桜区北部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ムさいたま中島 埼玉県さいたま市桜区中島4-12-14 H22.10.1

37 浦和区東部 株式会社愛総合福祉 愛・グル-プホ-ム瀬ヶ崎 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎4-13-19 H29.12.1

38 浦和区中部 社会福祉法人潤青会 グル-プホ-ム　ときわの家 埼玉県さいたま市浦和区常盤7-5-14 H25.5.1

39 浦和区南部 株式会社　リエイ 癒しのさいたま浦和館グループホーム 埼玉県さいたま市浦和区本太3-24-6 H18.4.1

40 浦和区南部 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 浦和ケアセンタ-そよ風 埼玉県さいたま市浦和区本太2-1-2 H24.7.1

41 浦和区北部 株式会社ふれあい広場 ふれあい多居夢浦和 埼玉県さいたま市浦和区元町1-32-17 H29.3.1

42 浦和区北部 東電パ-トナ-ズ株式会社 東電さわやかグル-プホ-ムさいたま 埼玉県さいたま市浦和区上木崎3-2-6 H18.4.1

43 南区東部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム東浦和 埼玉県さいたま市南区大谷口2369番地1 H20.8.20

44 南区東部 医療法人青木会 あおきさん家　浦和南 埼玉県さいたま市南区円正寺519番地6 H31.4.1

45 南区東部 株式会社ケア２１ グループホーム　たのしい家南浦和 埼玉県さいたま市南区大字大谷口1510番地1 R4.2.1

46 南区西部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ムさいたま松本 埼玉県さいたま市南区松本4-18-3 H22.12.1

47 南区中部 株式会社あすなろホ-ム あすなろホ-ム浦和 埼玉県さいたま市南区辻7-13-15 H18.6.1

48 南区中部 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンタ-武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区辻4丁目19番13号 H25.11.1

49 南区中部 ヒューマンライフケア株式会社 ヒューマンライフケア武蔵浦和グループホーム 埼玉県さいたま市南区根岸5丁目2番15号 R3.4.1

50 緑区南部 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンタ-浦和東 埼玉県さいたま市緑区東浦和7丁目41番5号 H26.11.1

51 緑区南部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ム東浦和大間木 埼玉県さいたま市緑区東浦和9-9-9 H25.7.1

52 緑区南部 株式会社ケア２１ グループホーム　たのしい家東浦和 埼玉県さいたま市緑区大牧2127番地1 R4.3.1

53 緑区北部 ＨＩＴＯＷＡケアサ-ビス株式会社 イリ-ゼグル-プホ-ム浦和さいど 埼玉県さいたま市緑区道祖土2丁目12番15号 H27.2.1

54 緑区北部 株式会社エイチ・エス・ジ- グル-プホ-ム　みその 埼玉県さいたま市緑区美園6丁目26番3 H26.3.1

55 緑区北部 メディカル・ケア・サ-ビス　株式会社 愛の家グル-プホ-ムさいたま三室 埼玉県さいたま市緑区三室1161-3 H21.11.1

56 緑区北部 株式会社　愛誠会 はなまるホーム東浦和 埼玉県さいたま市緑区松木2丁目27番9号 R1.12.1

57 岩槻区中部 ＡＬＳＯＫ介護株式会社 グル-プホ-ム　みんなの家・岩槻本町 埼玉県さいたま市岩槻区本町1-18-11 H22.4.1

58 岩槻区中部 株式会社関東メディカル・ケア グル-プホ-ム　メディカルフロ-ラ岩槻仲町 埼玉県さいたま市岩槻区仲町1-12-31 H29.3.1

59 岩槻区南部 株式会社あい介護サ-ビス グループホーム愛樂 埼玉県さいたま市岩槻区南平野2-4-15 H26.12.1

60 岩槻区南部 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 岩槻ケアセンタ-そよ風 埼玉県さいたま市岩槻区飯塚字本田1280-3 H18.4.1

61 岩槻区北部 株式会社関東メディカル・ケア グル-プホ-ム　フロ-ラ岩槻西町 埼玉県さいたま市岩槻区西町4-3-14 H25.10.1

62 岩槻区北部 メディカル・ケア・サ-ビス株式会社 愛の家グル-プホ-ム　岩槻城北 埼玉県さいたま市岩槻区岩槻6796 H19.10.1

63 岩槻区北部 株式会社　ツクイ ツクイさいたま岩槻グループホーム 埼玉県さいたま市岩槻区大字本宿126番地6 R2.10.1

（6）地域密着型介護老人福祉施設

番号 日常生活圏域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月

1 西区北部 社会福祉法人　永寿荘 特別養護老人ホ-ム扇の森ＷＥＳＴ 埼玉県さいたま市西区中釘2345-1 H25.4.1

2 西区北部 社会福祉法人フルホープ 地域密着型特別養護老人ホーム　フォルテーラ指扇 埼玉県さいたま市西区指扇1377番地1 R4.4.1

3 大宮区東部 社会福祉法人　鴻鵠の会 地域密着型特別養護老人ホ-ム　おたっしゃ倶楽部 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町3丁目57番地1 H31.4.1

4 南区東部 社会福祉法人　敬寿会 特別養護老人ホ-ム　埼玉さくらんぼⅡ番館 埼玉県さいたま市南区太田窪3516番地17 H24.4.1

5 岩槻区北部 社会福祉法人春の木会 地域密着型特別養護老人ホ-ム　ひなの槻 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺40-3 H29.4.1

（7）地域密着型特定施設入居者生活介護

番号 日常生活圏域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月

1 桜区北部 ミモザ株式会社 ミモザ浦和 埼玉県さいたま市桜区大字神田715番地 H24.11.1
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（8）看護小規模多機能型居宅介護

番号 日常生活圏域 法人名 事業所名 事業所所在地 指定年月

1 北区北部 株式会社 やさしい手 看多機かえりえ奈良町 埼玉県さいたま市北区奈良町32番地4 R3.4.1

2 見沼区西部 株式会社 やさしい手 看多機かえりえ東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-6-9 H28.10.1

3 南区東部 社会福祉法人　敬寿会 看護小規模多機能型居宅介護事業所　埼玉さくらんぼⅡ番館 埼玉県さいたま市南区大字太田窪3516番地17 R3.6.1
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（9）地域密着型通所介護

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

1 1 西区北部 有限会社　ホリグチ 光和堂通所介護 埼玉県さいたま市西区指扇領別所326番地1 指定 H28.4.1

2 2 西区北部 株式会社　ア-ル ロコモ介護予防デイサ-ビス 埼玉県さいたま市西区三橋6丁目132番地1 指定 H28.4.1

3 3 西区北部 株式会社夕映え だんらんの家　指扇 埼玉県さいたま市西区指扇1118番地36 R4.3.31 廃止 H28.4.1

4 4 西区北部 日本介護事業株式会社 だんらんの家　指扇 埼玉県さいたま市西区指扇1118番地36 指定 R4.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

5 1 西区南部 株式会社　吉田フロア- デイサ-ビス　楽しいわが家 埼玉県さいたま市西区西遊馬71-1 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

6 1 北区北部 有限会社　ライフネット・ジャパン 奈良町デイサ-ビス 埼玉県さいたま市北区奈良町159-6 指定 H28.4.1

7 2 北区北部 株式会社グレ-トフル あけぼしデイサ-ビス 埼玉県さいたま市北区吉野町1-3-1茂木ビル1F 指定 H28.4.1

8 3 北区北部 株式会社大器晩成 デイサ-ビス　南国の唄 埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目459番地 指定 H28.4.1

9 4 北区北部 リハプライム株式会社 コンパスウォ-ク宮原 埼玉県さいたま市北区宮原町1-746 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

10 1 北区東部 社会福祉法人　欣彰会 さいたま市大砂土デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市北区今羽町637番地1 指定 H28.4.1

11 2 北区東部 株式会社　高志 デイサ-ビス　たんとん 埼玉県さいたま市北区土呂町2-12-18　中橋ビル　1階 指定 H28.4.1

12 3 北区東部 株式会社ほのか デイサ-ビスほのか 埼玉県さいたま市北区今羽町5番地 指定 H28.4.1

13 4 北区東部 株式会社　はいむるぶし 遊季の里 埼玉県さいたま市北区土呂町2-77-12 指定 H28.4.1

14 5 北区東部 社会福祉法人　永寿荘 リハビリデイサ-ビスnagomi大宮北店 埼玉県さいたま市北区東大成町2-453-1 R4.4.30 廃止 H28.4.1

15 6 北区東部 リハプライム株式会社 コンパスプラス 埼玉県さいたま市北区植竹町1-670 指定 H28.4.1

16 7 北区東部 シマダリビングパ-トナ-ズ株式会社 ひばりデイサ-ビス大宮公園 埼玉県さいたま市北区盆栽町434　ガ-デンテラス大宮公園1階 指定 H28.4.1

17 8 北区東部 株式会社Ｔ＆Ｔ デイサ-ビス　ねこの手 埼玉県さいたま市北区土呂町2-59-3 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

18 1 北区西部 株式会社　Ｌ-ＴＨＡＮＫＳ リハビリデイサ-ビス　ＡＲＵＫＵ　日進 埼玉県さいたま市北区日進町二丁目1605番地 指定 H28.4.1

19 2 北区西部 株式会社介護ＮＥＸＴ ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　大宮大成町 埼玉県さいたま市北区大成町4-402 指定 R1.7.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

20 1 大宮区東部 株式会社介護ＮＥＸＴ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　大宮浅間町 埼玉県さいたま市大宮区浅間町1-168-1 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

21 1 大宮区西部 リハプライム株式会社 コンパスウォ-ク大宮西口 埼玉県さいたま市大宮区上小町1106 指定 H28.4.1

22 2 大宮区西部 株式会社ジェイド ひととひと 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-516-1 指定 H28.4.1

23 3 大宮区西部 株式会社ヨシケイ大宮 レッツ倶楽部大宮櫛引 埼玉県さいたま市大宮区櫛引町1丁目661番ＫＳ櫛引 指定 H28.4.1

24 4 大宮区西部 社会福祉法人　悠揚会 デイサ-ビスセンタ-はるぱてお春鶴 埼玉県さいたま市大宮区上小町1184番地 R4.1.31 失効 H28.4.1

25 5 大宮区西部 社会福祉法人　大桜会 大宮諏訪の苑　デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目875-2 指定 H28.4.1

26 6 大宮区西部 ウコウコヤオ株式会社 上小町デイサ-ビス151Ａ 埼玉県さいたま市大宮区上小町183-1 指定 H28.11.1

27 7 大宮区西部 介護ジャパン株式会社 グリ-ンデイ大宮桜木町 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目708 指定 H29.8.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

28 1 見沼区北部 株式会社　亀の湯コミュニティ ペディモアてまり 埼玉県さいたま市見沼区小深作186-5 指定 H28.4.1

29 2 見沼区北部 メディカルアシスト株式会社 デイサ-ビスゆかり 埼玉県さいたま市見沼区春岡三丁目26-5 指定 H28.4.1
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通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

30 1 見沼区東部 有限会社ひろか デイサ-ビス　ひろか 埼玉県さいたま市見沼区膝子785-4 R3.12.31 廃止 H28.4.1

31 2 見沼区東部 株式会社Ｊｏｉｎ ぷらす 埼玉県さいたま市見沼区東門前351-1 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

32 1 見沼区西部 株式会社三日月 デイサ-ビス　三日月 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2-1553-19 指定 H28.4.1

33 2 見沼区西部 企業組合　夢工房　結愛の森　 夢工房　結愛の森 埼玉県さいたま市見沼区島町937 休止 H28.4.1

34 3 見沼区西部 メディカルアシスト株式会社 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮1-11-13 指定 H28.4.1

35 4 見沼区西部 株式会社　住環境デザイン デイサ-ビス　あいりす 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-158-21 指定 H28.4.1

36 5 見沼区西部 株式会社L’affection だんらんの家　大和田町 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目1032番地2 指定 R2.2.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

37 1 見沼区南部 ハピネスケア株式会社 ハピネスケア株式会社　デイサ-ビスセンタ-　ゆうゆの郷　見沼 埼玉県さいたま市見沼区中川907 休止 H28.4.1

38 2 見沼区南部 社会福祉法人　浦和の里 あおぞらデイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市見沼区御蔵1064-1 休止 H28.4.1

39 3 見沼区南部 株式会社　ハート＆アート ダイアリ- 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野930番地1 指定 R1.6.1

40 4 見沼区南部 株式会社ありがたい デイサ-ビスありがたい大宮 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井311-3 指定 R1.7.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

41 1 中央区北部 有限会社　エイコ- ロイヤルクラブケアセンタ- 埼玉県さいたま市中央区桜丘1-13-1 指定 H28.4.1

42 2 中央区北部 日本総合福祉会株式会社 ひだまりの会デイサ-ビス与野本町の家　弐番館 埼玉県さいたま市中央区本町東4-17-6 指定 H28.4.1

43 3 中央区北部 株式会社　ケアサ-ビス陽寿園 だんらんの家　円阿弥 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4-4-1 指定 H28.4.1

44 4 中央区北部 有限会社エス・ティ・エス スマイルケアステ-ション 埼玉県さいたま市中央区上落合3-4-15 指定 H28.4.1

45 5 中央区北部 株式会社みきケアサ-ビス デイサロン　オルポノ 埼玉県さいたま市中央区上落合1-9-2-108 指定 H28.4.1

46 6 中央区北部 有限会社在宅ケアサ-ビス樹林 きりんの部屋 埼玉県さいたま市中央区本町東4-17-6　ベルサントビレッジC棟 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

47 1 中央区南部 社会福祉法人 明日栄会 さいたま市上峰デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市中央区上峰3-10-6 指定 H28.4.1

48 2 中央区南部 有限会社　フレンズ フレンズ　デイサ-ビス　センタ-　 埼玉県さいたま市中央区上峰2-2-1-2F 指定 H28.4.1

49 3 中央区南部 ア-スサポ-ト株式会社 ア-スサポ-ト北浦和 埼玉県さいたま市中央区新中里1-3-3 指定 H28.4.1

50 4 中央区南部 有限会社　ＧＬＯＢＡＬ　ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ デイサ-ビス　ふあり 埼玉県さいたま市中央区新中里2-9-38 指定 H28.4.1

51 5 中央区南部 合同会社ア-トリティ 幸皆歓おおと 埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目4番地5号102 指定 H28.4.1

52 6 中央区南部 社会福祉法人明日栄会 デイサ-ビスセンタ-おおと 埼玉県さいたま市中央区大戸5-3-24 指定 H28.4.1

53 7 中央区南部 株式会社ケアサ-ビス陽寿園 だんらんの家　北与野 埼玉県さいたま市中央区下落合4-1-16 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

54 1 桜区北部 株式会社フォレストファミリ- 健康倶楽部　楽 埼玉県さいたま市桜区五関字水入820番1 指定 H28.4.1

55 2 桜区北部 株式会社フォレストファミリ- リハビリ倶楽部　楽 埼玉県さいたま市桜区神田236-1 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

56 1 桜区南部 埼玉ライフサ-ビス株式会社 埼玉ライフデイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市桜区田島4-9-8 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

57 1 浦和区北部 有限会社　福祉ネットワ-クさくら さくら倶楽部 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6-9-3 指定 H28.4.1

58 2 浦和区北部 介護ジャパン株式会社 グリ-ンデイ与野上木崎 埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-4-13フジグリ-ンビュ-1Ｆ 指定 H29.8.1
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通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

59 1 浦和区東部 株式会社　ＭＳＤ 情熱介護　桜楽　浦和木崎の家 埼玉県さいたま市浦和区木崎5-16-12 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

60 1 浦和区中部 株式会社　シュエット 「だんらんの家」浦和 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-13-16 指定 H28.4.1

61 2 浦和区中部 株式会社nCS リハビリデイサ-ビスnagomi浦和店 埼玉県さいたま市浦和区常盤5-5-2 指定 H28.4.1

62 3 浦和区中部 株式会社メディカルケア ヘルシ-ステ-ションＮＯＡＨ 埼玉県さいたま市浦和区仲町2-17-1-101 指定 H28.4.1

63 4 浦和区中部 ケアサポ-ト株式会社 デイサ-ビスセンタ-　ケアサポ-トイオン北浦和 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-20-29 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

64 1 浦和区南部 有限会社　ファ-ストケアまちや デイサロン　まちや 埼玉県さいたま市浦和区本太3-1-14 指定 H28.4.1

65 2 浦和区南部 株式会社イマジネ-ション デイハウスさくらんぼ　めんそ-れ 埼玉県さいたま市浦和区本太5-32-14 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

66 1 南区東部 有限会社　ほっとスマイル ほっとスマイル 埼玉県さいたま市南区円正寺132 指定 H28.4.1

67 2 南区東部 株式会社ピコエヴ Ｐｌａｔｉｎａ　Ｓａｌｏｎ　浦和南 埼玉県さいたま市南区南浦和2-4-2Ｍビル1Ｆ 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

68 1 南区中部 株式会社日本ケアフロンティア ケアフロンティア別所沼公園 埼玉県さいたま市南区別所4-5-13 指定 H28.4.1

69 2 南区中部 株式会社　奏介護支援サ-ビス デイサ-ビス　奏 埼玉県さいたま市南区別所1-11-2 指定 H28.4.1

70 3 南区中部 合同会社ＦＯＲＣＡコンサルティング リハビリセンタ-ワン・ステップ辻店 埼玉県さいたま市南区辻三丁目2番25号辻レジデンス103号 R4.4.4 廃止 H28.11.1

71 4 南区中部 株式会社長谷工シニアウェルデザイン センチュリーハウス武蔵浦和　デイサービス　オリーブ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目32番30号 R3.12.31 廃止 R3.10.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

72 1 南区西部 株式会社こころ こころデイサ-ビス武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区内谷7-7-26 指定 H28.4.1

73 2 南区西部 株式会社ＫＥＮＫＯＵＤＯ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　西浦和 埼玉県さいたま市南区四谷1-6-24 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

74 1 緑区北部 有限会社　育英企画 デイサ-ビス　こんぺいとう 埼玉県さいたま市緑区芝原二丁目9番地9 指定 H28.4.1

75 2 緑区北部 有信アクロス株式会社 シニアサロン　樹楽　イオン浦和美園店 埼玉県さいたま市緑区美園5-50-1　イオンモ-ル浦和美園2階 指定 H28.4.1

76 3 緑区北部 株式会社エールック デイサ-ビス・ハレオル　オハナ 埼玉県さいたま市緑区道祖土1丁目6-13 指定 H28.4.1

77 4 緑区北部 株式会社レーベンコミュニティ 浦和リハビリセンタ- 埼玉県さいたま市緑区道祖土四丁目19番10号 指定 H28.4.1

78 5 緑区北部 株式会社ＫＳＫテクノサポート 悠々庵 埼玉県さいたま市緑区三室1354-1 指定 R3.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

79 1 緑区南部 社会福祉法人埼玉県共済会 年輪荘デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市緑区中尾1404 休止 H28.4.1

80 2 緑区南部 株式会社　ゆう・コ-ポレ-ション デイサ-ビスおがわさん家 埼玉県さいたま市緑区大間木105番地 指定 H28.4.1

81 3 緑区南部 株式会社　生きいき 株式会社　生きいき 埼玉県さいたま市緑区大間木1701-6 指定 H28.4.1

82 4 緑区南部 社会福祉法人ぱる デイサ-ビスぱる浦和 埼玉県さいたま市緑区原山1-5-9 指定 H28.4.1

83 5 緑区南部 有限会社早苗興業 デイサ-ビスいずみ東浦和 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-49-12 指定 H28.4.1

84 6 緑区南部 株式会社　ＭＳＤ 情熱介護　桜楽　中尾の家 埼玉県さいたま市緑区中尾2454ソモア1Ｆ 指定 H28.4.1

85 7 緑区南部 埼玉ライフサ-ビス株式会社 げんきな中尾デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市緑区中尾2659-13 指定 H28.4.1

86 8 緑区南部 ウィングライフ株式会社 デイサ-ビス　原山の家 埼玉県さいたま市緑区原山4-13-17 指定 H28.4.1

87 9 緑区南部 株式会社エ-ルック デイサ-ビス・ハレオル　アロハ 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目7番6号 指定 H28.4.1

88 10 緑区南部 株式会社エ-ルック デイサ-ビス・ハレオル　マハロ 埼玉県さいたま市緑区太田窪3丁目7番6号 指定 H28.4.1

89 11 緑区南部 株式会社　はっぴ-らいふ あんしん介護デイサ-ビス東浦和 埼玉県さいたま市緑区中尾2030-4 指定 H28.4.1

90 12 緑区南部 株式会社介護ＮＥＸＴ ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　浦和原山 埼玉県さいたま市緑区原山4-4-5 指定 R2.7.1
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通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

91 1 岩槻区北部 社会福祉法人　春秋会 社会福祉法人　春秋会　松鶴園 埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場11 指定 H28.4.1

92 2 岩槻区北部 株式会社天空 天空の里 埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺106-23 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

93 1 岩槻区中部 株式会社いわつき会計サ-ビス 生活リハ　ファミ-ユくらぶ 埼玉県さいたま市岩槻区箕輪90-7 指定 H28.4.1

94 2 岩槻区中部 株式会社Ｌ’affection だんらんの家　岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区本町6-5-19 指定 H28.4.1

通し番号 番号 日常生活圏域 申請(開設)者名 事業所名 住所 備考 状態 指定年月日

95 1 岩槻区南部 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団 さいたま市槻寿苑デイサ-ビスセンタ- 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保1393 指定 H28.4.1

96 2 岩槻区南部 有限会社　アリス アリス・デイサ-ビス 埼玉県さいたま市岩槻区城南1-6-53-9 指定 H28.4.1

97 3 岩槻区南部 株式会社　つくしんぼ デイハウス　つくしんぼ　岩槻　Mahalo 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻1-6-2山城屋テナントビル1F 指定 H28.4.1

指定 87 91

休止 4

廃止 5 96

失効 1 97



他市指定(更新）事業者一覧

●指定

番号 運営法人 サービス種類 事業所名 事業所所在地 指定年月日

1 あいむデイサービス株式会社 地域密着型通所介護 あいむデイサービス春日部 埼玉県春日部市増富353番地7 令和3年10月7日

●指定更新

番号 運営法人 サービス種類 事業所名 事業所所在地 指定更新年月日

1 株式会社Ｌｉｎｋ 地域密着型通所介護 ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　春日部八木崎町 埼玉県春日部市八木崎町９番地1　内藤ビル101号 令和4年3月1日

2 医療法人社団明和会 認知症対応型共同生活介護 おぶすまの里 埼玉県大里郡寄居町牟礼1510 令和4年4月1日

上記他市事業所について、さいたま市の被保険者が利用を希望したため、所在地の市町村の同意をもとに指定を行ったものです。

上記他市の事業所について、引き続きさいたま市の被保険者が利用できるようにするため、指定更新を行ったものです。
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他市利用同意（指定）事業者一覧

●指定同意

番号 運営法人 サービス種類 事業所名 事業所所在地 指定年月日
被保険者の所
在する市町村

1 株式会社やさしい手 看護小規模多機能型居宅介護 看多機かえりえ東大宮 さいたま市見沼区東大宮2丁目6番9号 令和3年12月13日 上尾市

2 株式会社やさしい手 看護小規模多機能型居宅介護 看多機かえりえ東大宮 さいたま市見沼区東大宮2丁目6番9号 令和3年12月29日 上尾市

3 株式会社やさしい手 看護小規模多機能型居宅介護 看多機かえりえ東大宮 さいたま市見沼区東大宮2丁目6番9号 令和4年1月4日 上尾市

4 株式会社やさしい手 看護小規模多機能型居宅介護 看多機かえりえ東大宮 さいたま市見沼区東大宮2丁目6番9号 令和4年3月4日 上尾市

5 株式会社やさしい手 看護小規模多機能型居宅介護 看多機かえりえ東大宮 さいたま市見沼区東大宮2丁目6番9号 令和4年3月22日 上尾市

●指定更新同意

番号 運営法人 サービス種類 事業所名 事業所所在地 指定年月日
被保険者の所
在する市町村

上記市内事業所について、他市の被保険者が利用を希望したため、被保険者の所在する市町村と協議を行い、指定同意を行ったものです。

上記市内事業所について、引き続き他市の被保険者が利用できるようにするため、被保険者の所在する市町村に同意を行ったものです。

該当なし

該当なし
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地域密着型サービス事業所（休止事業所一覧）
番号 日常生活圏域 サービス種類 法人 事業所 住所 備考 休止理由

1

2

地域密着型サービス事業所（廃止事業所一覧）
番号 日常生活圏域 サービス種類 法人 事業所 住所 備考 廃止理由

1 西区北部 地域密着型通所介護 株式会社夕映え だんらんの家　指扇 埼玉県さいたま市西区指扇1118番地36 R4.3.31 人員不足

2 北区東部 地域密着型通所介護 社会福祉法人　永寿荘 リハビリデイサ-ビスnagomi大宮北店 埼玉県さいたま市北区東大成町2-453-1 R4.4.30 事業所移転

3 大宮区西部 地域密着型通所介護 社会福祉法人　悠揚会 デイサ-ビスセンタ-はるぱてお春鶴 埼玉県さいたま市大宮区上小町1184番地 R4.1.31 失効による

4 見沼区東部 地域密着型通所介護 有限会社ひろか デイサ-ビス　ひろか 埼玉県さいたま市見沼区膝子785-4 R3.12.31 人員不足

5 南区中部 地域密着型通所介護 合同会社ＦＯＲＣＡコンサルティング リハビリセンタ-ワン・ステップ辻店 埼玉県さいたま市南区辻三丁目2番25号辻レジデンス103号 R4.4.4 利用者減に伴う収益減少・人員不足

6 南区中部 地域密着型通所介護 株式会社長谷工シニアウェルデザイン センチュリーハウス武蔵浦和　デイサービス　オリーブ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋4丁目32番30号 R3.12.31 利用者減、職員確保困難による事業継続困難

該当なし
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