
令和２年度　さいたま市　西区

介護予防・施設ガイド



は　じ　め　に

　令和２年10月

　２０２１年、本市は誕生２０周年を迎えます。本年は、

記念すべき２０周年を目前に控えた年であるとともに、

さいたま市の更なる成長・発展にむけて、歩みを進める

年であります。

　西区では「豊かな自然と歴史文化を生かす　すべての

人と生活にやさしい潤いあるまちづくり」を実現するた

め、「安全・安心」を最優先課題に、「魅力発信」、「子育て支援」、「高齢者・

障害者支援」及び「環境との共生」の５つをまちづくりの柱に掲げ、「西区に住ん

で良かった・住み続けたい」と実感していただくとともに、親しみやすく・利用し

やすい区役所づくりに努めてまいります。

　本市の高齢化率は令和２年４月現在２２．９７%で、西区においては２６．５７%

と４人に１人以上が高齢者という状況で、市の高齢化率を３．６ポイント上回って

　こうした状況を踏まえ、さいたま市10区の中で介護保険施設（介護老人福祉施設

おります。

及び介護老人保健施設）が最も多い西区で、高齢者やご家族の皆様が安心して住み

続けられますよう、今年度新規事業「介護に優しい西区サポート事業」の一環とし

て本冊子を発行しましたので、ご活用していただければ幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　西区長　神田　正一

　むすびに、本冊子の発行にあたり、西区内の介護老人福祉施設及び介護老人保健

施設の皆様の御協力に心より感謝申し上げます。



　病状が安定している方に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設
です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援し
ます。

介護予防について

　要介護状態になるのを防止するため、市では「ますます元気教室」「すこやか運動教室」「健口
教室」を毎年実施しています。詳しくは高齢介護課までお問合せください。
　また、地域でも介護予防のためのグループ活動を実施しています。詳しくはお住まいの地域の地
域包括支援センターまでお問合せください。

　　　介護老人保健施設　葵の園・大宮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
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特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）とは

　日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せ
つなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

介護老人保健施設とは

　　　介護老人保健施設　トワーム指扇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

　　　特別養護老人ホーム　中野林ゆめの園・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
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施設等マップ

特養：特別養護老人ホーム

老健：介護老人保健施設

市関連施設

シニアサポートセンター

在支：在宅介護支援センター

国道16号

バイパス
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老健 ケア大宮花の丘

富士見園

特養 三恵苑
シニアサポートセンター三恵苑

老健 葵の園・大宮

在支 三恵苑

特養 ひかわ

特養 敬寿園宝来ホームユニット型

特養 敬寿園宝来ホーム西楽園

宝来グラウンドゴルフ場

特養 扇の森

指扇公民館

西区役所

特養 扇の森ＷＥＳＴ

老健 びわの葉

老健 トワーム指扇

在支 くるみ

指扇駅

西大宮駅

特養 緑水苑指扇

内野公民館

三橋支所

西部文化センター

大宮西部図書館三橋分館

特養 フォレスト指扇

老健 ル・サンク湯澤
特養 三橋の里

老健 高齢者ケアセンター ゆらぎ

シニアサポートセンターくるみ

馬宮コミュニティセンター

馬宮荘

馬宮支所

馬宮公民館

特養 遊美園

国道17号

バイパス

植水支所

植水公民館
特養 中野林ゆめの園

在支 中野林ゆめの園

老健 春陽苑

在支 春陽苑

特養 春陽苑
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運営法人 社会福祉法人　欣彰会

住所
331-0074
　さいたま市西区宝来86-１

電話番号 048-620-0600

FAX 048-620-0601

メールアドレス houraihomu-keijuen@pony.ocn.ne.jp 

ホームページ https://keijuen.info/hourai/

敬寿園宝来ホームは平成21年

４月に開設、従来型60床・ユ

ニット型60床の特別養護老人

ホームです。

従来型多床室・ユニット型個室

の二つの居住スペースがあり、そ

の方の暮らしに合った、最適なお

部屋を選べます。

私たちは、みなさまの今日まで

の暮らしを大事にし、「今」と

「これから」の日々を心を込めて

サポートいたします。

こんな施設です

施設で行われている活動

主なイベント・余暇活動

１月 新年会

２月 節分・バレンタイン

３月 ひな祭り

４月 お花見

５月 バザー・母の日

６月 父の日

７月 七夕

８月 納涼祭

９月 敬老会

10月 ハロウィン

11月 文化祭

12月 忘年会

・機能訓練 ・口腔機能維持

・音楽療法 ・書道、華道、アロマ

テラピー、折り紙クラブ

・個別誕生会、外出会、行事食等

施設概要

特別養護老人ホーム

敬寿園宝来ホーム（従来型・ユニット型）

アクセスマップ （Ｂ－２）

JR川越線（埼京線）指扇駅北口下車 徒歩25分 または 北口路線

バス・平方行き・リハビリテーションセンター行き他「峰岸団地」バ

ス停下車 徒歩５分

○特別養護老人ホーム

・従来型多床室 12室48名

・従来型個室 12室12名

・ユニット個室 ６ユニット60名

○デイサービスセンター

○居宅介護支援センター



電話番号 048-622-6727

FAX 048-625-2103

運営法人 社会福祉法人　三恵会

住所
331-0077
　さいたま市西区中釘2219-4

メールアドレス sankeien@sankeikai.org

ホームページ https://www.sankeikai.org/
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こんな施設です

施設で行われている活動

【行事】

・新年の集い（元旦）

・お花見会（4月）

・納涼祭（８月）

・敬老会（9月）

・クリスマス会（12月） 等

【レクリエーション】

・カラオケ

・生花

・習字

特別養護老人ホーム

三恵苑

アクセスマップ （Ｅ－１）

ＪＲ大宮駅バス利用約20分 運輸支局前バス停より徒歩1分

施設概要

昭和63年より開設している特別養

護老人ホームになります。4人部屋の

従来型多床室にて合計80名のお年寄

りが生活しています。

居室は2～4人部屋で、入居者様同

士の交流が盛んです。すぐ近くに包括

支援センターも併設しています。

併設の「あじさいの丘公園」では、お

花見・運動会・納涼祭などの屋外の行

事を行っています。桜の季節は最高で

す。

また当施設は埼玉県が進める「多様

な働き方実践企業」の「ゴールド」に

認定されております。女性の方も男性

の方も働きやすい職場環境づくりに取

り組んでいます。

●特別養護老人ホーム

定員 76名

従来型多床室 21室（2～4人部屋）

●短期入所（ショートステイ）

定員 4名

従来型多床室 2室（2人部屋）

●地域包括支援センター

（西区北部圏域）

職員 10名
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info@syunyouen.com

ホームページ https://www.mutsumikai.net/

運営法人 社会福祉法人　むつみ会

住所
331-0068
　埼玉県さいたま市西区飯田新田91-１

電話番号 048-625-0707

FAX 048-625-0755

メールアドレス

施設概要

●特別養護老人ホーム春陽苑

・特別養護老人ホーム（定員120名）

・短期入所者生活介護（定員４名）

・通所介護

・在宅介護支援センター

・居宅介護支援事業所

施設で行われている活動

こんな施設です

介護を必要とされる方々お一人おひとりに最適な介護

サービスをご提供するために、「特別養護老人ホーム」

と「介護老人保健施設」の2つの介護施設によるトータ

ル・ケアリング・ステーションを目指しています。荒川

沿いに位置し、自然豊かな地域にあります。

そして、特養にはクリニックが併設されており、透析

治療も行っております。クリニックには常勤の医師もお

りますので安心です。

また通所介護では、シナプソロジー（脳活性化プログ

ラム）や季節の行事、機能訓練など多彩なメニューをご

用意し、介護予防やADLの向上に力を入れて取り組んで

おります。

特別養護老人ホーム

春陽苑

アクセスマップ （Ａ－９）

JR埼京線・湘南新宿ラインで大宮駅西口下車→西武バス「ららぽーと

富士見行」、「馬宮団地行」または「所沢駅東口行」で「治水橋堤

防」下車、徒歩3分

4月 お花見

8月 天王祭･盆供養

9月 敬老会

10月 にこにこ秋祭り

12月 クリスマス会

1月 新年会

2月 節分会

3月 ひな祭り

年２、３回 中庭でバーベキューを実施

奇数月 お茶会

偶数月 にこにこクッキング

毎 月 お誕生日会 ホーム喫茶



運営法人 社会福祉法人　ハッピーネット
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FAX 048-620-7788

メールアドレス ー

ホームページ http://www.happynet..or.jp/

住所
331-0057
　さいたま市西区中野林650-1

電話番号 048-620-5700

特別養護老人ホーム

中野林ゆめの園

アクセスマップ （Ｄ－９）

JR大宮駅西口下車（バスで20分）●「足立神社」バス停下車：徒歩

10分 ●「中野林」バス停下車：徒歩１分

平成14年12月1日開設。共同

生活の中で、レクリエーション

活動、毎週のクラブ活動、毎月

の行事といったように小さいも

のから大きなものまで、ご利用

者様に楽しみと生きがいを持っ

てもらうためにイベントを行っ

ております。今後も集団生活な

らではの特性を活かし、ご利用

者様同士のコミュニケーション

を図り、より良い「生活の質」

を築きあげ「夢のある園」にし

ていきたいと思います。また、

見学には土日祝日を含め、随時

対応しておりますので、まずは

お問い合わせください。

こんな施設です

《行事》

◇お花見 （４月）

◇ゆめまつり （６月）

◇被服販売 （６月・２月）

◇流しそうめん（８月）

◇敬老会 （９月）

◇秋まつり （10月）

◇新年会 （１月）

◇ネイルサロン（毎月１回）

《クラブ活動》

◇園芸クラブ

◇習字クラブ

◇編み物クラブ

◇フラワーアレンジメント

施設で行われている活動

施設概要

【特養】定員：100名

従来型多床室：25室 100名

【ショートステイ】定員：20名

従来型多床室：５室 20名

【デイサービスセンター】日曜日定休

定員：月～金 40名

土曜日 25名

【ヘルパーステーション】

【在宅介護支援センター】

【居宅介護支援事業所】

※その他障害施設も併設しております。
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メールアドレス ホームページ内から問合せ可

ホームページ http://eijuso.com/

FAX 048-625-7861

運営法人 社会福祉法人　永寿荘

住所
331-0071
　さいたま市西区高木602

電話番号 048-625-5000

こんな施設です

施設概要

施設で行われている活動

特別養護老人ホーム

扇の森

アクセスマップ （Ｃ－３）

JR川越線「西大宮駅」・「指扇駅」より徒歩約20分

2004年4月開設。緑豊かな環境の中、従来型個室と多床室（2人・4人部屋）の3種類の居室を設け、建物内では4つの

グループに分かれてお過ごしいただいています。比較的リーズナブルな価格でご利用いただける施設ですが、多床室も1

人ずつスライド式の扉で生活空間が仕切られており、プライベートに配慮した造りになっています。事業所内と隣には保

育園を併設し、“子どもとふれあう「まちの老人ホーム」”として、子どもたちとの異世代交流が魅力の一つです。

＊特別養護老人ホーム

定員：100名

従来型個室：16床

多床室（2人・4人部屋）：84床

（内、夫妻でご利用いただける

2人部屋：2床）

＊ショートステイ

定員：20名

全室多床室（空床利用型もあり）

＊デイサービス

定員：40名

【年間行事】

6月 ありがとうフェスタ

8月 夏祭り

9月 敬老会

12月 クリスマス会

1月 お正月企画

＊その他、節分、バレンタイン、

母の日、父の日、季節の御前など、

“四季折々に合わせた企画”あり。

【地域の皆様向け】

毎月第2火曜日

オレンジカフェおうぎ
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ホームページ http://www.yuubien.jp

メールアドレス ー

FAX 048-622-7360

運営法人 社会福祉法人　友好会

住所
331-0064
　さいたま市西区佐知川1522-1

電話番号 048-622-6455

平成17年4月に開設したショートステイ併設の施設

です。ユニット型施設であり個室が基本となっていま

すが、8部屋は夫婦・姉妹・兄弟等で入所いただける2

人部屋となっております。園内は木を多く使用してお

り、温かみを感じていただける造りとなっています。

住宅地の中にあるため静かな環境でありますが、近

隣には幼稚園があり園児さんの訪問や、地域の夏まつ

りでは神輿の休憩地点にもなっており賑わいも見られ

ます。

こんな施設です

花見散歩 掲示板作り

施設概要

特別養護老人ホーム

遊美園

アクセスマップ （Ｄ－７）

JR 川越線 指扇駅より 大宮駅西口行乗車「西遊馬消防出張所」(5

つ目)降車 下車徒歩5分

【特別養護老人ホーム】
定員 73名

【短期入所生活介護(ショートステイ)】
定員 5名

＊別途空床あればショート利用も可能です

【居宅介護支援事業所】

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

<居室内訳>

・ユニット型個室 62室

・2人部屋 8室

1ユニット

7～11名で

の暮らしに

なります
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048-620-7533

FAX 048-620-7537

メールアドレス hikawa@sankeikai.org

ホームページ https://www.sankeikai.org/

運営法人 社会福祉法人　三恵会

住所
331-0071
　さいたま市西区高木892

電話番号

マスコットの【ふわり】が1階フロアーでお

待ちしています

施設概要

【入居者】

定員 110名

ユニット型個室 110室 110名

短期入所（ショートステイ） 10室 10名

【職員】

介護職 78名 看護師 6名 その他 13名

【行事】

・新年の集い（元旦）

・納涼祭（８月）

・敬老会（9月）

・ひかわ「あおぞら市」（10月）

・クリスマス会（12月） 等

【レクリエーション】

・ユニットごとに買い物、お出かけ、料理等

・お花クラブ ・習字クラブ

名物【あおぞら市】は毎年盛況で、

地域の方にも好評です。

施設で行われている活動

特別養護老人ホーム

ひかわ

アクセスマップ （Ｄ－２）

JR西大宮駅バス（東武バスウエスト）利用約5分 高木中央バス

停より徒歩1分

こんな施設です

平成19年4月に開設した全室個室のユニット型の施設

です。入居スペースは2階・3階・4階で各階に4ユニッ

トあり、各ユニットの定員は10名です。施設行事の他に

各ユニットにて様々な取り組みを行っています。ユニッ

トのメリットを生かし、一人ひとりの入居者が「当たり

前の生活」を実現できるように職員一同取り組んでいま

す。地域交流も積極的に行い、地域の保育園や小・中学

校との交流もあります。併設でディサービスと居宅介護

事業所があります。

入浴はすべて個室対応とな

り、個浴・リフト浴・スト

レッチャー浴のすべてが、

お一人でゆっくりと入浴し

ていただけます。
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sodan1_west@eijuso.jp

ホームページ
「扇の森WEST」で検索！
http://eijuso.com/west01/

運営法人 社会福祉法人　永寿荘

住所
331-0077
　さいたま市西区中釘2345ｰ1

電話番号 048-729-6070

FAX 048-729-6072

メールアドレス

こんな施設です

西区唯一！コミュニティカフェ併設、「カ

フェで愉しむ まちの老人ホーム」がコンセプト

の特別養護老人ホームです。29名定員の小規模

でアットホームな、全室個室の特養と、こちら

も全室個室の10名定員のショートステイ、オー

ダーメイドで家の暮らしを支える、新しい形の

お泊り・訪問付きデイサービス、小規模多機能

型居宅介護が併設されています。施設はユニッ

ト型で、個別ケアに取り組んでおり、お好きな

ものを自由にお持ちいただき、お家のような暮

らしの実現を目指しております。

森のカフェはパスタから和風御前、パンケー

キにカフェドリンクと、充実のランチを安価で

ご提供。地域の方でにぎわい、利用者様もご利

用頂いております。施設を利用される方も、面

会にいらっしゃる方も、そして地域の方にもほ

がらかで愉しんでいただける、温かい施設を目

指しております。

施設概要

【特別養護老人ホーム 扇の森WEST】

・定員 29名（市内在住の方限定）

・ユニット型個室 29室 29名

※全室個室／トイレ付

・地域密着型、小規模特養でアットホームな施設

【ショートステイ 扇の森WEST】

・ユニット型個室 10室 10名

※全室個室／トイレ付

・利用者様向けカルチャースクール

「森のならいごと（レクリエーション）」実施！

【小規模多機能型居宅介護 扇の森】

・定員（登録） 29名

・「通い」「泊り」「訪問」を一か所でオーダーメ

イドに組み合わせした居宅サービスを提供。定額制で安

心してご利用いただけます。
施設で行われている活動

【選べるレクリエーション】

・マージャンサロン ・習字

・料理教室 ・生け花

・絵葉書教室 ・体操教室

・童謡うたい会 ・カラオケ

・カフェおやつ 等

【季節のイベント】

・お花見 ・WEST納涼祭

・流しそうめん ・秋御前

・敬老会 ・クリスマス会

・正月（三味線/抹茶/獅子舞）

・初詣 ・節分 ・家族会 等

特別養護老人ホーム

扇の森ＷＥＳＴ

アクセスマップ （Ｃ－３）

西大宮駅もしくは指扇駅より徒歩20分／コミュニティバス「指

扇公民館」下車徒歩5分。

1階：小規模多機能型居宅介護扇の森／森のカフェ

2階/3階：特別養護老人ホーム・

ショートステイ 扇の森WEST
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FAX 048-620-7511

メールアドレス info@goyoukai.or.jp

ホームページ http://www.goyoukai.or.jp/

運営法人 社会福祉法人　五葉会

住所
331-0047
　さいたま市西区指扇1570-2

電話番号 048-620-7510

特別養護老人ホーム

緑水苑指扇

アクセスマップ （Ｅ－５）

JR川越線「西大宮」南口より徒歩15分

「施設とは大きな家族である」という

理念のもと、2014年4月に法人にとっ

て３つ目の施設として開設した特別養護

老人ホームです。全国的にも珍しいレク

リエーション支援の専門部署（アクティ

ビティケアチーム）を設置し、アニマル

セラピー、音楽療法、園芸療法などの活

動を充実させています。すべての職員が

「家族」の様に、ご利用者様の「その人

らしさ」に向き合います。

こんな施設です

構造：鉄筋コンクリート造4階建

居室：ユニット型個室 定員120名

1ユニット10名×12ユニット

各個室 12.3㎡程度

居室設備：洗面台、ベッド、エアコン、

ナースコール

ユニット：トイレ３個所、キッチン、エアコン

フロア ：浴室（機械浴・個浴）、トイレ、

汚物処理室、介護材料室

併設：居宅介護支援事務所

施設長：銭場弘昌

施設概要

月次行事

・4月 お花見

・5月 母の日、バケツ稲（田植え）

・6月 父の日

・7月 七夕、夏祭り

・8月 流しそうめん

・9月 敬老の日コンサート、

・10月 バケツ稲（稲刈り）

・11月 映画観賞会

・12月 餅つき

・1月 お屠蘇

・2月 節分

・3月 ひな祭り

定期活動

・動物介在活動・音楽療法・書道・手

工芸 etc

施設で行われている活動

晴れた日には富士山が

見えることもあります

よ！

2020年4月に苑庭「せらっぴの丘」が竣工になりま

した。

ご利用者様はもちろん、地域の方にも散策して頂ける

オープンガーデンになっています。

▲7月 夏祭り

 動物介在

音楽療法 

流しそうめん 8月 

5月 田植え



・
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FAX 048-621-1601

メールアドレス info@fullhope.jp 

ホームページ http://fullhope.jp/

運営法人 社会福祉法人　フルホープ

住所
331-0047
　さいたま市西区指扇1277-11

電話番号 048-621-1600

施設概要

特別養護老人ホーム「フォレスト指扇」は

平成27年4月に開設したユニット型個室の特

養です。敷地内に障害者施設「ウェントス指

扇」も隣接しています。

お蔭様で入居者様の入居率も高く、職員採

用も安定化しております。

「介護サービスの充実」と「余暇活動の充

実」を施設目標として取り組んでいます。

こんな施設です

～クラブ活動～

・フラワーアレンジメント

・書道

・園芸

・カラオケ

など

施設で行われている活動

～行事～

・節分（2月）

・花見（４月）

・敬老会（9月）

・秋祭り（10月）

・クリスマス会（12月）

特別養護老人ホーム

フォレスト指扇

アクセスマップ （Ｅ－５）

JR川越線 西大宮駅南口 徒歩15分

定員：116名（ユニット型個室116名）

駐車場あり
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メールアドレス mihashist@kawatsuru-g.jp

ホームページ http://www.kawatsuru-g.jp/

FAX 048-871-5640

運営法人 社会福祉法人　相愛福祉会

住所
331-0052
　さいたま市西区三橋5-560-5

電話番号 048-871-5630

特別養護老人ホーム

三橋の里

施設概要

定員120名

ユニット型個室 100室100名

ショートステイ 20室20名

デイサービスセンター 20名

大宮駅西口よりバスにて三橋総合公園南口で下車 徒歩５分

三橋の

里

大宮→←川越

アクセスマップ （Ｆ－６）

県道２号

↓川口

三橋五

（北）

三橋六

国道17号

バイパス

↑上尾

三橋総合公園

南口バス停

三橋五丁

目バス停

三橋総

合公園

大宮→

施設で行われている活動

・餅つき（１月）

・節分（２月）

・お花見（４月）

・納涼祭（８月）

・敬老会（９月）

・クリスマス会（12月）

こんな施設です

平成31年４月に開設した、比較的新しい施設になります。大

宮バイパス沿いにあります。施設裏には三橋総合公園があり、

入所者様はご家族やご友人との散歩に使われています。今年度

から音楽や手芸、散歩等のクラブ活動を始めており、少しずつ

ですが内容の充実を図っています。

音楽クラブ、麻雀クラブ、カ

ラオケクラブ

お散歩クラブ、将棋クラブ、

囲碁クラブ

手芸クラブ、体操クラブ


