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FAX 048-626-0670

メールアドレス yuragi-info@omiya-kyoritsu.or.jp

ホームページ https://www.omiya-kyoritsu.or.jp/yuragi

運営法人 医療法人財団　新生会

住所
331-0061
　さいたま市西区西遊馬1556-1

電話番号 048-626-0660

介護老人保健施設

高齢者ケアセンター ゆらぎ

指扇駅南口から徒歩８分指扇駅南口から徒歩８分

平成12年４月に開設。大宮共立病院グループの施設として、入

所療養・短期入所・通所リハビリテーション・訪問リハビリテー

ション・居宅介護支援などを通して、住み慣れた地域の中で自分

らしい生活が出来るように総合的・一体的にサービスを提供して

います。

医療処置が必要な方・精神的にサポートが必要な方・認知症状の

強い方なども積極的に受け入れています。お困りの事などござい

ましたら、お気軽に相談員までお問合せください。

こんな施設です

施設概要

地上３階建て 鉄筋コンクリート造

・１階 デイ・ケア部門 リハビリ部門

居宅介護支援センター

・２階 療養室 50名（内 個室６名）

・３階 療養室 50名（内 個室６名）

施設定員 入所100名／通所60名

施設で行われている活動

・初詣（１月）

・節分行事（２月）

・お花見、春の外出行事

・七夕の会（7月）

・夏祭り（８月）

・運動会、秋の外出行事

・お楽しみ会（12月） 等

◎毎月

誕生日会・陶芸・生け花・書道

★地域交流

・530運動、ゆらぎクリーン大作戦、

介護者教室

コン

ビニ

大宮→←川越

指扇駅

コン

ビニ
↓水判土

案内板

西遊馬

バス停

指扇駅

入口

ゆらぎ

県道２号

アクセスマップ （Ｂ－５）
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運営法人 社会福祉法人　むつみ会

住所
331-0068
　さいたま市西区飯田新田91-1

電話番号 048-620-5566

FAX 048-620-5588

メールアドレス info@syunyouen.com

ホームページ https://www.mutsumikai.net/

介護老人保健施設

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

こんな施設です

当施設は平成12年4月に開設。建物の最上階からは

富士山が見える環境に恵まれ、同一敷地内に特別養護老

人ホームとクリニックを併設しています。リハビリに力

を入れて在宅復帰を目指す方もいますが、併設された特

養への入所を希望される方もいます。通所リハビリでは

短時間利用もあり、訪問リハビリを令和2年9月に新設

し、より一層リハビリ機能の充実した施設となっており

ます。リハビリは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

の専門職のスタッフがマンツーマン指導を中心に心のこ

もったサービスを提供いたします。また、さいたま市よ

り委託を受けて医療型障害福祉短期入所サービス事業も

行っております。

施設概要

・介護老人保健施設【100床】

・短期入所療養介護

・通所リハビリ（デイケア）【定員50名】

・障害者福祉短期入所サービス

・訪問リハビリ（令和2年9月新設）

施設で行われている活動

4月 お花見

8月 天王祭

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 医療法人　丸山会

住所
331-0045
　さいたま市西区内野本郷975-5

電話番号 048-620-2400

FAX 048-620-2401
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メールアドレス careoomiya@maruyamakai.or.jp

ホームページ https://care-oomiya.maruyamakai.jp

アクセスマップ （Ｇ－２）

浴室は１階と２階にあります。また、特別浴槽は

9台あり、ご利用者はゆったりした気分でお風呂

に入っていただいております。

設立 2005年５月１日

定員 150名（短期入所含む）

施設規模 鉄筋造：地上２階建

敷地面積：10,299㎡

建築面積：4,298㎡

建物延面積：7,850㎡

とても広い施設です。

１階 個室10室 ４人室10室

２階 個室20室 ４人室20室

通所リハビリテーション １日・定員80名

施設概要

こんな施設です

「ケア大宮花の丘」は、明るい日差しが差し込む中庭のほか、食堂、談話コーナー、浴室など各スペースがゆとりある設

計で開放的感にあふれており、介護を受ける側、提供する側、双方に良好な環境を確保しております。

施設で行われている活動

「ケア大宮花の丘」の秋祭りで毎年披露さ

れる長野県「青木村義民太鼓」です。

迫力満点！

・お花見（4月）

・新緑ドライブ（5月）

・映画鑑賞（6月）

・七夕（7月）

・夕涼み会（8月）

・運動会、敬老会（9月）

・秋祭り、ハロウィン（10月）

・紅葉ドライブ（11月）

・クリスマス会、音楽発表会（12月）

・獅子舞（1月）

・節分豆まき（2月）

・ひな祭り（３月）

・喫茶・理美容・音楽療法・おやつレクリエーショ

ン・お誕生日会・ボランティアさんによるレクリエー

ション・フラワーアレンジメント・習字・塗り絵・ネ

イル・折り紙・切り絵・詩の朗読

介護老人保健施設

ケア大宮花の丘

バス「宮原駅」から「西大宮駅」行きにて「内野本

郷」下車、徒歩5分
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住所
331-0074
　さいたま市西区宝来591

運営法人 医療法人社団　松弘会

ホームページ https://www.towarm.com/sashiougi/

048-620-6660

FAX 048-620-6680

電話番号

メールアドレス sashiogi@towarm.com

手作りマスク作り（左）、リハビリの様子（右）です。

感染対策を徹底した上、安心、安全なサービス提供を心がけています。

こんな施設です

【介護する方、される方、皆様の幸せのために…】

トワーム指扇では、自宅への復帰を目指す方、特別

養護老人ホーム等の順番待ちの方、一人暮らしで夏場

や冬場の自宅生活が不安な方など様々な事情の方にご

利用頂いております。利用者様個々の身体状況に合わ

せたリハビリ、介護・看護サービスの提供を行い、少

しでも安心な生活が過ごせるようにお手伝いさせて頂

きます。トワーム指扇退所後も通所リハビリ、訪問リ

ハビリやショートステイをご利用頂きながら、ご自宅

での生活のサポートを致します。介護の事でお困りご

とがございましたら、専門のケアマネージャーが対応

させて頂きますので、お気軽にご連絡下さい。

アクセスマップ （Ｂ－３）

JR川越線「指扇駅」より東武ウェストバス「指扇神社前」下車 徒歩

５分

介護老人保健施設

トワーム指扇

施設概要

開設日 平成18年７月１日

＜トワーム指扇で提供する５つのサービス＞

★介護老人保健施設

入所定員 100床 4人部屋 22部屋 従来

型個室 12部屋

★短期入所療養介護（ショートステイ）

空床利用型

★通所リハビリテーション（デイケア）

利用定員 40名（通常規模）

★訪問リハビリテーション

★居宅介護支援事業所

施設で行われている活動

当法人マスコットキャラクター

さんちゃん（左）

あいちゃん（右）

毎年盛大に行われる納涼祭の様子です。

利用者様、ご家族様、近隣の皆様をお招き

しています。

節分会（２月）

お花見外出（３月 ４月）

納涼祭（９月）

敬老会（９月）

運動会（10月）

クリスマス会（12月）

誕生会（毎月）

おやつバイキング

（４月、10月）
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運営法人 医療法人社団　葵会

住所
331-0048
　さいたま市西区清河寺685-1

電話番号 048-621-1155

FAX 048-621-1188

メールアドレス ー

ホームページ http://www.aoikai.jp/omiya/

日常のお食事

おやつでの抹茶

フレンチトースト

管理栄養士により、栄養状態のサポートにて、様々な疾

病等に対応したお食事の提供を行います。車いす用の体重

計にて、定期的に体重チェックを致します。

介護老人保健施設

葵の園 大宮

【電車でお越しの場合】…JR川越線 西大宮駅北口下車 徒歩18分。・JR

大宮駅西口 8番バス乗り場「平方」行き等バスに乗車。※乗車後約20分

清河寺バス停下車すぐ

【車でお越しの場合】…駐車場がございます。お問い合わせください。

こんな施設です

中庭でJAZZを流してカフェ！ 春は施設前の桜が満開デイケアの楽しい節分

施設 外観

ご入所ご利用の方は、施設長である医師が主治医と

なります。定期的に外部の精神科医が勤務し対応。看

護師が24時間常駐。状態によって御看取りの対応さ

せて頂く方もいらっしゃいます。理学・作業療法士、

言語聴覚士が勤務し、ご入所3か月間は6回/週程、リ

ハビリを行います。デイケアでは常勤医師１名在席し、

看護師、介護職がケアを対応。リハビリ専門職により、

身体面、認知面、嚥下に関するリハビリを実施し在宅

生活を支援致します。訪問リハビリでは在宅生活をサ

ポートするために対応しております。他、介護保険と

は別に障害者自立支援法に基づく、障害者ショートス

テイを実施。

施設概要

ご入所は150床定員。療養

型短期入所（高齢者のショー

トステイ）は空床型にて対応。

一階は認知棟フロア、多床室

をご用意しています。2階が個

室。デイケアは80名定員。リ

ハビリ室ではリハビリ計画に

基づいてマシーントレーニン

グを御利用可能です。雨の日

等でも館内も広く、また、駐

車場に大きい屋根があり足元

が濡れずに歩行リハビリが出

来ます。

施設で行われている活動

春の寿司バイキング

フルート定期演奏会

皆様舌鼓を打ち御寿司を

堪能されました。

個別リハビリ、集団リハビリ、レクリエーション活動

（7月夏祭り、12月クリスマス会、9月敬老会、月定例

でフルート演奏会、春季に寿司バイキング等）、クラブ

活動（プリザービングフラワー、書道教室等）

アクセスマップ （Ｆ－２）

すき家

清河寺

↑上尾

宮原駅→

↓大宮 ↓大宮

↑上尾

清河寺

バス停
←指扇



FAX 048-623-7474

運営法人 医療法人　三慶会

住所
331-0074
　さいたま市西区宝来1348ｰ１

電話番号 048-623-1102

メールアドレス info-sankei@sashiogi.com
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ホームページ http://www.sashiogi.com/

介護老人保健施設

びわの葉

アクセスマップ （Ｃ－４）

指扇駅北口より徒歩約10分

こんな施設です

当施設は医療法人三慶会が

運営する介護老人保健施設で、

指扇療養病院西館内に併設さ

れています。入所者様は入院

治療を終了し、胃瘻の管理や

喀痰吸引など介護度の高い方

が中心となっています。指扇

病院が隣接しているので、急

な病状の変化にも素早く対応

できます。介護と医療の連携

で、入所者様とご家族が安心

して療養生活ができるようご

支援させて頂きます。

施設で行われている活動

・お茶会・誕生日会（毎月）

・夏祭り（8月）

・敬老会（９月）

・ハロウィンパーティ（１０月）

・クリスマスコンサート（12月）

・書初め大会（１月）

・節分（２月）

施設概要

定員 90名（ショートステイ含む）

従来型多床室 21室 84名

従来型個室 6室 6名



運営法人 医療法人　博 会

住所
331-0052
　さいたま市西区三橋6-567

電話番号 048-622-8170
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https://hakushinkai.jp/facilities/le_cinq2.html

FAX 048-622-8171

メールアドレス horikiri@hakushinkai.or.jp

ホームページ

介護老人保健施設

ル・サンク湯澤

こんな施設です

医療法人 博 会が運営する介護老人保健施設です。母体の湯澤医院

は西区の地域医療・介護に長年に渡り貢献すべく、事業展開をしてきま

した。地域で生活されていた方々が、骨折や脳血管障害後に住み慣れた

地域に戻れるようリハビリや介護、医療をご提供する施設です。ル・サ

ンク湯澤の「ル・サンク」はフランス語で「調和」を意味します。医師

や介護、リハビリ、看護等の専門職がご利用される方々やご家族にしっ

かりと向き合い「調和」のとれたサーピスをご提供します。 施設概要

【入所・ショートステイ（空床利用）】

定員 100名

従来型多床室（20室／80名）

従来型個室（20室／20名）

【通所リハビリ】

定員 45名

【居宅介護支援事業所】

【訪問リハビリステーション】

施設で行われている活動

・音楽療法

・個別リハビリ

・集団リハビリ

・夏祭り（8月）

・敬老会（9月）

・クリスマス会（12月）

夏祭り

音楽療法♪



中野林ゆめの園在宅介護支援セン
ター

331-0057
　さいたま市西区中野林650-1

048-620-5700 048-620-7788
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春陽苑在宅介護支援センター
331-0068
　さいたま市西区飯田新田91-1

048-625-0707 048-625-0755

在宅介護支援センターくるみ
331-0061
　さいたま市西区西遊馬1259-2

048-625-0008 048-625-0007

地域包括支援センター
　くるみ

331-0061
　さいたま市西区西遊馬771-2

048-622-8103 048-622-8104

三恵苑在宅介護支援センター
331-0071
　さいたま市西区高木892

048-620-7531 048-620-7537

介護老人保健施設
　ル・サンク湯澤

331-0052
　さいたま市西区三橋6-567

048-622-8170 048-622-8171

地域包括支援センター
　三恵苑

331-0077　さいたま市西区中釘2162-4
星本ビル１階

048-620-1312 048-782-5751

介護老人保健施設
　葵の園・大宮

331-0048
　さいたま市西区清河寺685-1

048-621-1155 048-621-1188

介護老人保健施設
　びわの葉

331-0074
　さいたま市西区宝来1348-1

048-623-1102 048-623-7474

介護老人保健施設
　ケア大宮花の丘

331-0045
　さいたま市西区内野本郷975-5

048-620-2400 048-620-2401

介護老人保健施設
　トワーム指扇

331-0074
　さいたま市西区宝来591

048-620-6660 048-620-6680

介護老人保健施設
　高齢者ケアセンター　ゆらぎ

331-0061
　さいたま市西区西遊馬1556-1

048-626-0660 048-626-0670

介護老人保健施設
　春陽苑

331-0068
　さいたま市西区飯田新田91-1

048-620-5566 048-620-5588

特別養護老人ホーム
　フォレスト指扇

331-0047
　さいたま市西区指扇1277-11

048-621-1600 048-621-1601

特別養護老人ホーム
　三橋の里

331-0052
　さいたま市西区三橋5-560-5

048-871-5630 048-871-5640

特別養護老人ホーム
　扇の森ＷＥＳＴ

331-0077
　さいたま市西区中釘2345-1

048-729-6070 048-729-6072

特別養護老人ホーム
　緑水苑指扇

331-0047
　さいたま市西区指扇1570-2

048-620-7510 048-620-7511

特別養護老人ホーム
　遊美園

331-0064
　さいたま市西区佐知川1522-1

048-622-6455 048-622-7360

特別養護老人ホーム
　ひかわ

331-0071
　さいたま市西区高木892

048-620-7533 048-620-7537

特別養護老人ホーム
　扇の森

331-0071
　さいたま市西区高木602-1

048-625-5000 048-625-7861

特別養護老人ホーム
　三恵苑

331-0077
　さいたま市西区中釘2219-4

048-622-6727 048-625-2103

特別養護老人ホーム
　春陽苑

331-0068
　さいたま市西区飯田新田91-1

048-625-0707 048-625-0755

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）

331-0074
　さいたま市西区宝来86-1

048-620-0600 048-620-0601

特別養護老人ホーム
　中野林ゆめの園

331-0057
　さいたま市西区中野林650-1

048-620-5700 048-620-7788

施設等連絡先一覧

名称 所在地 電話番号 FAX番号

西区役所　高齢介護課
331-8587
　さいたま市西区西大宮3-4-2

048-620-2668 048-620-2762
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この冊子は1,000部作成し、この事業に要した経費は340,340円です。

高齢者のみなさんやご家族が安心し

て西区に住み続けられるために


