
対象となる要配慮者利用施設一覧 （令和４年３月末時点）

高齢者施設

番号 施設名 所在地

1 三郷市立岩野木老人福祉センター 三郷市岩野木123-2

2 三郷市立彦沢老人福祉センター 三郷市彦沢1-201

3 三郷市立戸ヶ崎老人福祉センター 三郷市戸ヶ崎3-530-2

4 三郷市立戸ヶ崎老人デイサービスセンター 三郷市戸ヶ崎3-530-2

5 三郷市立老人憩いの家やすらぎ荘 三郷市彦成4-24-1

6 特別養護老人ホーム　ガジュマルの郷 三郷市南蓮沼字下沼330-1

7 特別養護老人ホーム　あったかの家みさと 三郷市半田241-1

8 特別養護老人ホーム　みさとガーデン 三郷市小谷堀475-1

9 特別養護老人ホーム　小鳩園 三郷市中央4-8-4

10 特別養護老人ホーム　三郷藤光苑 三郷市彦野1-202

11 特別養護老人ホーム　しいの木の郷 三郷市番匠免1-314

12 特別養護老人ホーム　三郷さくらの杜 三郷市栄4-381

13 みのりホーム共同生活看護センター 三郷市田中新田281-1

14 有料老人ホーム　百年健康くらぶゆめこうぼう 三郷市彦糸1-180

15 有料老人ホーム　難病ケアハウス仁 三郷市彦成2-336

16 サポートハウスみさとヴィラ 三郷市彦川戸1-84-1

17 ケアハウスしいの木の郷 三郷市番匠免1-314

18 メディケアハイムみさと 三郷市田中新田277-3

19 サービス付き高齢者向け住宅　ご隠居長屋和楽久みさと早稲田 三郷市早稲田5-20-5

20 サービス付き高齢者向け住宅　ココファン三郷中央 三郷市中央1-27-3

21 ケアリッツレジデンス三郷 三郷市鷹野5-259-1

22 家族の家　ひまわり三郷 三郷市戸ヶ崎1-133-1

23 グッドタイムナーシングホーム　三郷駅前 三郷市三郷2-3-1

24 グッドタイムホーム　三郷弐番館 三郷市中央1-7-11

25 ベストライフ三郷中央 三郷市中央1-26-2

26 グッドタイムホーム　三郷 三郷市中央3-16-7

27 有料老人ホーム　サニーライフ三郷中央 三郷市中央3-20-7

28 アズハイム三郷 三郷市泉2-1-6

29 ミモザ三郷鷹野 三郷市鷹野1-420

30 ラ・ナシカ　みさと 三郷市高州4-22-1

31 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設　三郷ケアセンター 三郷市南蓮沼260-2

32 グループホームみんなの家・三郷 三郷市早稲田2-26-17

33 グループホーム　トラスト和 三郷市上彦名127-1

34 グループホーム　アカシアの家 三郷市岩野木41-4

35 グループホームみんなの家・三郷2 三郷市泉1-23-7

36 愛の家グループホーム三郷戸ヶ崎 三郷市戸ヶ崎2-436-1

37 はなまるホーム三郷中央 三郷市戸ヶ崎3-724-1　

38 認知症対応型通所介護　あすなろホーム三郷 三郷市新和4-545-2

39 特別養護老人ホーム　百年健康クラブ彦成苑 三郷市上彦名127-3

40 エクラシア三郷南 三郷市戸ヶ崎2-202

41 有料老人ホーム　三郷憲生 三郷市上彦名595-1

42 デイサービスふれあい倶楽部 三郷市早稲田3-26-3

43 医療法人財団健和会認知症デイサービス
のどか（和）新みさと 三郷市采女1-76　2階

44 デイサービスセンターしいの木の郷 三郷市番匠免1-314

45 あすなろデイサービス三郷 三郷市新和4-545-2

46 デイサービス純誠会しんわ 三郷市新和4-205

47 モモカデイサロン 三郷市彦江1-196-1

48 リハビリデイサービス　リライト 三郷市中央2-2-20ベルメゾン中央102

49 デイサービスココファン　三郷中央 三郷市中央1-27-3

50 デイサービス「だんらんの家」三郷鷹野 三郷市鷹野4-39-1



番号 施設名 所在地

51 リハビリ型デイサービス　一真会 三郷市早稲田2-16-10プリモコリーナ1階

52 デイサービス純誠会わせだ 三郷市早稲田2-17-16

53 デイサービスセンター采女の里 三郷市釆女1-63-2

54 さくらデイサービス新三郷 三郷市采女1-150

55 デイ＆リハビリこころ三郷駅前 三郷市三郷1-5-9　三増ビル1階

56 デイサービスセンターわせだ 三郷市早稲田5-20-5

57 エレソルデイサービスセンター 三郷市早稲田6-33-50

58 有限会社　仁 三郷市彦成2-336

59 デイサービスひかり 三郷市上彦名595-1

60 パナソニックエイジフリーケアセンター埼玉三郷・デイサービス 三郷市茂田井1243-1

61 デイサービスセンター悠久苑 三郷市新和2-375

62 ブルーミングケア三郷中央 三郷市中央4-19-6

63 三郷藤光苑デイサービスセンター 三郷市彦野1-202

64 デイサービスセンターなごみ 三郷市鷹野4-260-3

65 デイサービスケアリッツ三郷 三郷市鷹野5-259―1　ケアリッツレジデンス三郷

66 デイサロンみさと 三郷市戸ヶ崎1-224-2

67 癒しのデイサービス三郷南 三郷市戸ヶ崎1-340-1

68 三郷の家 三郷市戸ヶ崎1-396

69 三郷ケアセンターそよ風 三郷市戸ヶ崎1-628

70 ケアサポートみさと 三郷市戸ヶ崎3-153-4

71 デイサービスセンターエクラシア三郷南 三郷市戸ヶ崎2ー202

72 ブルーミングケア三郷高州 三郷市高州2-425-3

73 小規模多機能みさと 三郷市三郷2-2-2

74 小規模多機能型居宅介護　えがお 三郷市早稲田3-26-9

75 ほほ笑み 三郷市早稲田5-23-11

76 小規模多機能型居宅介護　百年健康くらぶ　ゆめこうぼう 三郷市彦糸1-180

77 小規模多機能サービス馬渡さん家 三郷市鷹野5-516-1 1Ｆ

78 小規模多機能型居宅介護　朝陽の縁 三郷市戸ヶ崎1-224-2

79 医療法人財団健和会　複合型サービスまいほーむ新みさと 三郷市釆女1-76　2階

80 ケアピリカみさと 三郷市新和5-244

81 三郷リハビリセンター 三郷市鷹野5-225-1

82 サポートハウスみさとノイエ 三郷市彦川戸1-24-1

83 愛・小規模多機能上彦名 三郷市上彦名117-3



対象となる要配慮者利用施設一覧 （令和４年３月末時点）

障がい者施設

番号 施設名 所在地

1 地域活動支援センター　地域で共に生きるナノ 三郷市戸ヶ崎2193-1

2 憩いの場オアシス 三郷市中央3丁目7-1

3 スペース游 三郷市鷹野4-234-3

4 あさがお 三郷市早稲田1-7-5

5 アルク純誠会みさと 三郷市早稲田2-17-16

6 アルクケア 三郷市早稲田2-19-20ロイヤルコート早稲田1階102号室

7 アルクキッズ 三郷市新和4-205-2Ｆ

8 縁むすび 三郷市高州二丁目218番ロータス高洲ビル1階

9 株式会社縁むすび虹 三郷市高州二丁目218番ロータス高洲ビル2階

10 おもちゃ箱みさと 三郷市戸ケ崎三丁目248番地6　1階

11 ぐっどはーと　三郷 三郷市高州2丁目375番地4

12 運動遊びと療育支援　こどもプラス三郷第2教室 三郷市早稲田2丁目7番地2メゾンドベール早稲田ⅡA店舗

13 運動遊びと療育支援　こどもプラス三郷中央教室 三郷市中央4丁目6番地8　篠田店舗2Ｆ

14 コペルプラス三郷中央教室 三郷市中央四丁目７番１８

15 さとっこ 三郷市幸房1057番3

16 スマートキッズプラス三郷 三郷市戸ケ崎1-242-6

17 スマートキッズプラス三郷第二 三郷市鷹野1-52-3

18 スマートキッズジュニア三郷 三郷市中央2丁目5-15　ＭＢハウス1階

19 はるちゃんの家 三郷市彦成3丁目7番6-5号

20 パレット 三郷市後谷16-1

21 放課後等デイサービスふぉーきっず 三郷市谷口522-5

22 通所支援ベルテール　三郷戸ヶ崎園 三郷市戸ケ崎3丁目79-16　2階

23 通所支援ベルテール　新三郷園 三郷市上彦名80番地6

24 ＮＰＯ法人ほっとＴｉｍｅ 三郷市三郷2-5-1　ローズハイム加藤201号室

25 レイア 三郷市早稲田5-23-11

26 三郷市障がい者就労支援センター 三郷市幸房1433番地

27 カルディアみさと 三郷市三郷2-2-3 岡田ビル4F

28 就労移行支援事業所ラ・ポルタ 三郷市早稲田3-26-11

29 インスピリット 三郷市早稲田4-13-6

30 ブルースカイ三郷 三郷市早稲田2-25-3 ﾄﾖﾀﾞﾋﾞﾙ3F

31 コンパス 三郷市駒形124

32 フレンズ 三郷市早稲田3-6-15　ジュネスファミーユ101

33 みどりの風 三郷市半田1212-2

34 レモンカンパニー 三郷市早稲田1-17-13

35 三郷市立ワークセンターしいの木 三郷市幸房1433番地

36 おれんじ 三郷市彦江1-110

37 工房　風のうた 三郷市新和4-601

38 三郷市立さつき学園 三郷市幸房1430番地3

39 生活介護事業所しづき 三郷市戸ヶ崎3-557-2

40 光座 三郷市早稲田1-21-8

41 障害者の生活・作業施設　ひまわりの家 三郷市新和4-562-3

42 グループホーム　あゆみ 三郷市新和4丁目446番地

43 ケイエスホーム 三郷市高州一丁目229番地2

44 グループホームサンハウス 三郷市早稲田4-23-5プロシード早稲田内

45 グループホームしづき 三郷市谷中117番地2

46 ソーシャルインクルーホーム三郷・東町Ⅰ 三郷市東町314

47 ソーシャルインクルーホーム三郷東町Ⅱ 三郷市東町314

48 ケアホーム　たんぽぽ 三郷市早稲田3-26-9

49 ひなぎく 三郷市早稲田三丁目26番地9

50 グループホームひだまり 三郷市早稲田6-24-5

51 グループホームさくらホーム 三郷市早稲田6-24-5

52 グループホームすみれ 三郷市早稲田6-24-5

53 グループホームみらい 三郷市早稲田6-24-5

54 グループホームはまなす 三郷市早稲田6-24-5

55 ケアホーム　第2ひまわり 三郷市戸ケ崎2362-1

56 ケアホーム　たんぽぽ（短期入所） 三郷市早稲田3-26-9

57 短期入所　三郷東町 三郷市三郷市東町314

58 そよかぜ 三郷市早稲田1-3-10 KTT6ビル4F

59 ウーリー三郷 三郷市三郷2-1-5 ウインズビル301

60 てらぴぁぽけっと　三郷駅前教室 三郷市早稲田1-3-10 KTT6ビル2階

61 アクアキッズみさと団地教室 三郷市彦成3丁目7-14号棟102号室

62 通所支援ベルテール　みさと団地園 三郷市彦成3-11-19-101

63 グループホーム三郷（ちゃちゃ） 三郷市鷹野4-366

64 グッドライフ三郷 三郷市戸ケ崎4-112-3

65 わおんにゃおんグループホーム三郷Ａ棟 三郷市新和2-267　飯山コーポＡ棟

66 わおんにゃおんグループホーム鷹野A棟・Ｂ棟 三郷市鷹野1-288



対象となる要配慮者利用施設一覧 （令和４年３月末時点）

保育施設

番号 施設名 所在地

1 三郷市上口保育所 三郷市上口1-208

2 三郷市丹後保育所 三郷市早稲田8-7-5

3 三郷市高州保育所 三郷市高州2-259-2

4 三郷市さくら保育所 三郷市彦成4-4-16

5 三郷市彦成保育所 三郷市彦成2-278

6 三郷市早稲田保育所 三郷市早稲田3-18-13

7 三郷市つくし保育園 三郷市幸房702番地

8 コビープリスクールみさととがさき 三郷市戸ヶ崎3－227

9 コビープリスクールみさとながとろ 三郷市鷹野1-415

10 三郷ひだまり保育園 三郷市栄1-252-1

11 みさとしらゆり保育園 三郷市三郷中央1丁目2番地１ザ・ライオンズ三郷中央２１６

12 みさとこころ保育園 三郷市三郷2丁目7番７

13 美咲保育園 三郷市彦成3-94

14 レイモンド戸ヶ崎保育園 三郷市戸ヶ崎2399-1

15 レイモンド新三郷保育園 三郷市半田299-1

16 コビープリスクールみさとたかの 三郷市鷹野3-387

17 みさとしらゆり第２保育園 三郷市中央2-29-17

18 わせだっこ中央保育園 三郷市谷中33-2

19 わせだ 三郷市幸房1457-1

20 栄光けやきの森 三郷市高州1-174-1

21 みさとさくらの森 三郷市彦成4－321

22 埼玉さくら幼稚園 三郷市戸ヶ崎2336

23 さんぴこ保育園 三郷市彦成１-100

24 三郷中央すずらん保育園 三郷市中央1-21-9

25 みさとわせだスマート保育園 三郷市早稲田2-6-6

26 ニチイキッズ新三郷保育園 三郷市彦成4-4-17-108

27 ひまわり保育園 三郷市市助119-1

28 しらゆりナーサリールーム 三郷市中央2-29-11

29 桜花保育園三郷園 三郷市新和３－８

30 スクルドエンジェル保育園三郷中央園 三郷市中央２－２９－３３

31 さんぴこ中央ナーサリースクール 三郷市谷中１０５－１

32 フレンドキッズランド三郷園 三郷市中央５－４０－１

33 さんぴこナーサリースクール 三郷市彦成１－９９

34 若海家庭保育室 三郷市戸ヶ崎２３０１－３

35 保育室　いけだ 三郷市新和１－１３７

36 NPO法人アデリー 三郷市早稲田２－６－９

37 保育室　beat 三郷市中央４－２９－２２

38 にこにこ保育園（みさと健和病院） 三郷市鷹野４－５１０－１

39 ひよこ保育室（三愛会総合病院） 三郷市彦成３－７－２０

40 永井ナーサリールーム（永井マザーズホスピタル） 三郷市上彦名６２９－３

41 埼玉県みさと総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　タンポポ保育室 三郷市新和５－２０７

42 三郷中央総合病院 くるみ保育室 三郷市中央４－５－１

43 コープキッズルーム三郷生活協同組合　コープみらい 三郷市泉３－９－１１

44 特別養護老人ホームみさとガーデン（社会福祉法人愛誠会） 三郷市小谷堀４７５－１

45 埼玉東部ヤクルト販売㈱　三郷センター保育所 三郷市戸ヶ崎３－２９２

46 ひまわり保育園　株式会社　純誠会 三郷市早稲田２－１６－１２

47 IS保育所 三郷市采女１－２０５－３

48 ふぇありぃ保育園三郷中央園　株式会社　フェアリィー 三郷市中央５－２－２



対象となる要配慮者利用施設一覧 （令和４年３月末時点）

児童福祉施設

番号 施設名 所在地

1 三郷市児童発達支援センターしいのみ学園 三郷市新和2-193

2 三郷市立北児童館 三郷市上彦名870（瑞沼市民センター3階）

3 三郷市立南児童センター 三郷市戸ヶ崎2-654

4 三郷市立早稲田児童センター 三郷市早稲田3-18-14

5 三郷中央駅前子育て支援センターにこにこ 三郷市中央1-2-1ザ・ライオンズ三郷中央1階



対象となる要配慮者利用施設一覧 （令和４年３月末時点）

幼稚園

番号 施設名 所在地

1 みさと幼稚園 三郷市鷹野1-183

2 ちくみ幼稚園 三郷市彦沢1-19

3 ゆたか幼稚園 三郷市戸ヶ崎2-576

4 みさと団地みやおか幼稚園 三郷市彦成3-236

5 新和幼稚園 三郷市新和2-186

6 彦成幼稚園 三郷市谷口255-1

7 三郷ひかり幼稚園 三郷市彦糸3-1-1

8 天使幼稚園 三郷市彦成4-60-1

9 いなほ幼稚園 三郷市早稲田7-13-12



対象となる要配慮者利用施設一覧 （令和４年３月末時点）

医療施設

番号 施設名 所在地

1 （医）東京勤労者医療会　みさと協立病院 三郷市田中新田273-1

2 永井ウィメンズクリニック 三郷市早稲田2-2-10　ＭＭＣビル３階

3 （医）愛友会　三郷中央総合病院 三郷市中央4-5-1

4 （医）三愛会　埼玉みさと総合リハビリテーション病院 三郷市新和5-207

5 尾内内科神経科病院 三郷市鷹野3-270-1

6 （医）健和会　みさと健和病院 三郷市鷹野4-494-1

7 （医）泰誠会　永井マザーズホスピタル 三郷市上彦名607-1

8 （医）三愛会　三愛会総合病院 三郷市彦成3-7-17

9 （医）稔誠会　高橋レディースクリニック 三郷市釆女1-232


