
№ 名称 名称（ｶﾅ） 所在地（市町村） 所在地 郵便番号 電話 ＦＡＸ 最寄駅

1 (福)埼玉県社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｻｲﾀﾏｹﾝｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

さいたま市 浦和区針ヶ谷4-2-65 330-8529 048-822-1191 048-822-3078 京浜東北線与野駅

2 (福)川越市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶﾜｺﾞｴｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

川越市 小仙波町2-50-2 350-0036 049-225-5703 049-226-7666 川越線・東武東上線川越駅

3 (福)熊谷市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｸﾏｶﾞﾔｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

熊谷市 弥藤吾2450 360-0203 048-588-2345 048-588-2815 高崎線熊谷駅

4 (福)川口市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶﾜｸﾞﾁｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

川口市
青木3-17-11（川口市役所
青木3丁目分室1・2階）

332-0031 048-252-1294 048-256-4344 京浜東北線川口駅

5 (福)さいたま市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｻｲﾀﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

さいたま市 浦和区常盤9-30-22 330-0061 048-835-3111 048-835-1222 京浜東北線北浦和駅

6 (福)行田市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｷﾞｮｳﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

行田市 酒巻1737-1 361-0002 048-557-5400 048-557-5411 秩父線行田市駅

7 (福)秩父市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾁﾁﾌﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

秩父市 野坂町1-13-14 368-0033 0494-22-1514 0494-22-4815 西武秩父線西武秩父駅

8 (福)所沢市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾄｺﾛｻﾞﾜｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

所沢市
泉町1861-1（所沢市こども
と福祉の未来館3階）

359-1112 04-2926-8202 04-2925-3419 西武新宿線新所沢駅

9 (福)飯能市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾊﾝﾉｳｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

飯能市 双柳371-13 357-0021 042ｰ973-0022 042-973-8941 西武池袋線東飯能駅

10 (福)加須市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶｿﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

加須市 三俣1-10-4 347-0009 0480-62-6451 0480-62-6546 東武伊勢崎線加須駅

11 (福)本庄市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾎﾝｼﾞｮｳｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

本庄市 銀座1-1-1 367-0052 0495-24-2755 0495-21-5516 高崎線本庄駅

12 (福)東松山市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼｼｬｶｲ
ﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

東松山市 松本町1-7-8 355-0014 0493-23-1251 0493-23-8898 東武東上線東松山駅

13 (福)春日部市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶｽｶﾍﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

春日部市 中央2-24-1 344-0067 048-762-1081 048-752-3716 東武野田線八木崎駅

14 (福)狭山市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｻﾔﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

狭山市 入間川2-4-13 350-1305 04-2954-0294 04-2954-4343 西武新宿線狭山市駅

15 (福)羽生市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾊﾆｭｳｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

羽生市 東6-15(市役所内) 348-8601 048-561-1121 048-562-2151 東武伊勢崎線・秩父鉄道羽生駅

16 (福)鴻巣市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｺｳﾉｽｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

鴻巣市 箕田4211-1 365-0062 048-597-2100 048-597-2102 高崎線鴻巣駅

17 (福)深谷市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾌｶﾔｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

深谷市 本住町12－8 366-0823 048-573-6563 048-573-0806 高崎線深谷駅

18 (福)上尾市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｱｹﾞｵｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

上尾市 平塚724 362-0011 048-773-7155 048-772-8647 高崎線上尾駅

19 (福)草加市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｿｳｶｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

草加市 松江1-1-32 340-0013 048-932-6770 048-932-6779 東武伊勢崎線獨協大学前駅
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20 (福)越谷市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｺｼｶﾞﾔｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

越谷市 越ヶ谷4-1-1 343-0813 048-966-3411 048-966-7195 東武伊勢崎線越谷駅

21 (福)蕨市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾜﾗﾋﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

蕨市 錦町3-3-27 335-0005 048-443-6051 048-444-7050 京浜東北線蕨駅

22 (福)戸田市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾄﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

戸田市 大字上戸田5-6 335-0022 048-442-0309 048-442-3996 埼京線戸田駅

23 (福)入間市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｲﾙﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

入間市 豊岡4-2-2 358-0003 04-2963-1014 04-2963-1072 西武池袋線入間市駅

24 (福)朝霞市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｱｻｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

朝霞市 浜崎51-1 351-8560 048-486-2479 048-486-2480 武蔵野線北朝霞駅・東武東上線朝霞台駅

25 (福)志木市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｼｷｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

志木市 上宗岡1-5-1 353-0001 048-485-1177 048-475-0014 東武東上線志木駅

26 (福)和光市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾜｺｳｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

和光市 南1-23-1 351-0104 048-452-7111 048-465-8308 東武東上線和光市駅

27 (福)新座市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾆｲｻﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

新座市
野火止1-9-63(市役所第3
庁舎内)

352-0011 048-480-5705 048-481-3488 武蔵野線新座駅

28 (福)桶川市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｵｹｶﾞﾜｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

桶川市 末広2-8-8 363-0012 048-728-2221 048-728-2313 高崎線桶川駅

29 (福)久喜市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｸｷｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳ
ｷﾞｶｲ

久喜市 青毛753-1 346-0011 0480-23-2526 0480-24-1761 宇都宮線・東武伊勢崎線久喜駅

30 (福)北本市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｷﾀﾓﾄｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

北本市 高尾1-180 364-0034 048-593-2961 048-592-9442 高崎線北本駅

31 (福)八潮市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾔｼｵｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

八潮市 鶴ヶ曽根414-1 340-0802 048-995-3636 048-995-5287 つくばエクスプレス八潮駅

32 (福)富士見市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾌｼﾞﾐｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

富士見市 鶴馬1932-7 354-0021 049-254-0747 049-255-4374 東武東上線鶴瀬駅

33 (福)ふじみ野市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾌｼﾞﾐﾉｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

ふじみ野市
福岡1-1-1（市役所第3庁

舎内）
356-0011 049-264-7212 049-264-9440 東武東上線上福岡駅

34 (福)三郷市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾐｻﾄｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮ
ｳｷﾞｶｲ

三郷市 花和田638-1 341-0041 048-953-4191 048-953-4192 つくばエクスプレス三郷中央駅

35 (福)蓮田市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾊｽﾀﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

蓮田市 関山4-5-6 349-0121 048-769-7111 048-768-1815 宇都宮線蓮田駅

36 (福)坂戸市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｻｶﾄﾞｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

坂戸市 石井2327-6 350-0212 049-283-1597 049-289-3911 東武東上線北坂戸駅

37 (福)幸手市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｻｯﾃｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

幸手市 天神島1030-1 340-0152 0480-43-3277 0480-40-1460 東武日光線幸手駅

38 (福)鶴ヶ島市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾂﾙｶﾞｼﾏｼｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

鶴ヶ島市 三ツ木16－1 350-2292 049-271-6011 049-287-0557 東武東上線若葉駅
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39 (福)日高市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾋﾀﾞｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

日高市 楡木201 350-1235 042-985-9100 042-985-1411 八高線・川越線高麗川駅

40 (福)吉川市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾖｼｶﾜｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

吉川市 吉川2-1-1 342-0055 048-981-8750 048-981-8750 武蔵野線吉川駅

41 (福)白岡市社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｼﾗｵｶｼｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

白岡市 千駄野445 349-0215 0480-92-1746 0480-92-1581 宇都宮線白岡駅

42 (福)伊奈町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｲﾅﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

北足立郡伊奈町 中央一丁目93番地 362-0806 048-722-9990 048-723-6575 埼玉新都市交通伊奈中央駅

43 (福)三芳町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾐﾖｼﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

入間郡三芳町 藤久保1100-1 354-0041 049-258-0122 049-258-0180 東武東上線鶴瀬駅

44 (福)毛呂山町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾓﾛﾔﾏﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

入間郡毛呂山町 川角303番地3 350-0436 049-295-0601 049-295-0603 東武越生線川角駅・武州長瀬駅

45 (福)越生町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｵｺﾞｾﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

入間郡越生町 越生908-12 350-0416 049-292-2977 049-292-5616 八高線･東武越生線越生駅

46 (福)滑川町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾅﾒｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡滑川町 羽尾2440-1 355-0811 0493-56-6345 0493-56-6349 東武東上線森林公園駅・つきのわ駅

47 (福)嵐山町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾗﾝｻﾞﾝﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡嵐山町 菅谷487-1 355-0221 0493-62-0722 0493-62-0727 東武東上線武蔵嵐山駅

48 (福)小川町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｵｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡小川町 腰越618 355-0327 0493-74-3461 0493-74-3462 東武東上線小川町駅

49 (福)ときがわ町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾄｷｶﾞﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡ときがわ町 関堀145-2 355-0356 0493-65-1536 0493-65-4820 八高線明覚駅

50 (福)川島町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶﾜｼﾞﾏﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡川島町 平沼1175 350-0131 049-297-7111 049-297-7112 高崎線桶川駅

51 (福)吉見町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾖｼﾐﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡吉見町 下細谷1216-1 355-0118 0493-54-5228 0493-54-6905 高崎線鴻巣駅

52 (福)鳩山町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾊﾄﾔﾏﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

比企郡鳩山町 大豆戸183-5 350-0324 049-296-5296 049-296-3866 東武東上線坂戸駅

53 (福)横瀬町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾖｺｾﾞﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

秩父郡横瀬町 横瀬1240 368-0072 0494-22-7380 0494-24-7289 西武秩父線横瀬駅

54 (福)皆野町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾐﾅﾉﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

秩父郡皆野町 大渕103-1 369-1623 0494-62-4615 0494-63-1577 秩父線皆野駅

55 (福)長瀞町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾅｶﾞﾄﾛﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

秩父郡長瀞町 本野上1021 369-1304 0494-66-1139 0494-66-3725 秩父線野上駅

56 (福)小鹿野町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｵｶﾞﾉﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

秩父郡小鹿野町 小鹿野300 368-0105 0494-75-4181 0494-75-4561 秩父線秩父駅

57 (福)東秩父村社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾋｶﾞｼﾁﾁﾌﾞﾑﾗｼｬｶ
ｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

秩父郡東秩父村
御堂369（東秩父村コミュニ
ティセンター内）

355-0375 0493-82-1238 0493-81-5326 東武東上線小川町駅
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58 (福)美里町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾐｻﾄﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

児玉郡美里町 木部574 367-0112 0495-76-3601 0495-75-1110 八高線松久駅

59 (福)神川町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶﾐｶﾜﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

児玉郡神川町 関口90 367-0246 0495-74-1188 0495-74-1156 八高線丹荘駅

60 (福)上里町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｶﾐｻﾄﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

児玉郡上里町 七本木5591 369-0306 0495-33-4232 0495-33-4248 高崎線神保原駅

61 (福)寄居町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾖﾘｲﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

大里郡寄居町 保田原301 369-1221 048-581-8523 048-581-8544 東武東上線鉢形駅

62 (福)宮代町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾐﾔｼﾛﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

南埼玉郡宮代町 西原278 345-0817 0480-32-8199 0480-32-8299 東武スカイツリーライン東武動物公園駅

63 (福)杉戸町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ｽｷﾞﾄﾏﾁｼｬｶｲﾌｸｼ
ｷｮｳｷﾞｶｲ

北葛飾郡杉戸町 堤根4742-1 345-0024 0480-32-7402 0480-36-1687 東武日光線東武動物公園駅

64 (福)松伏町社会福祉協議会
(ﾌｸ)ﾏﾂﾌﾞｼﾏﾁｼｬｶｲﾌｸ
ｼｷｮｳｷﾞｶｲ

北葛飾郡松伏町 松伏357 343-0111 048-991-2700 048-991-5341 東武スカイツリーライン・東武動物公園駅


