
令和５年度　さいたま市社会福祉事業団　組織 ・機構

評 議 員 会 (８) グリーンヒルうらわ
事　務　所 介護老人保健施設

（短期入所療養介護）
（通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）
（訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ）
（医療型短期入所）

きんもくせい

理

事

会

理 事 長評
議
員
選
任
・

解
任
委
員
会

ぎんもくせい 軽費老人ﾎｰﾑ・ｹｱﾊｳｽ

常務理事
グリーンヒルうらわ・
デイサービスセンター

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
（通所介護）

理　  事
グリーンヒルうらわ・
在宅介護支援センター

老人介護支援ｾﾝﾀｰ
★（居宅介護支援事業）(５)

(６)

大崎むつみの里
事　務　所 かがやき

こもれび

きらめき

はばたき

大崎実習ｾﾝﾀｰ

（生活介護）

（自立訓練・機能訓練）
（自立訓練・生活訓練）
（就労移行）

（就労継続支援Ｂ型）
（相談支援事業）

監　事 (２)

第１事業所

会計監査人

第２事業所 大崎児童学園 （福祉型児童発達支援ｾﾝﾀｰ）

障害者生活
支援センター

浦和区障害者生活
支援ｾﾝﾀｰむつみ

●（相談支援事業）
★（相談支援事業）

事　 務 　局 緑区障害者生活
支援ｾﾝﾀｰむつみ

●（相談支援事業）
★（相談支援事業）

事務局長 ★むつみホーム大間木
（共同生活援助）

（短期入所）

障害者福祉施設
春　光　園

け や き （生活介護）

（自立訓練・生活訓練）

（相談支援事業）
●（宅配食事ｻｰﾋﾞｽ）

★（生計困難者に対する相談支援事業）

事務局次長

総
務
課

総務課長

うえみず （生活介護）
（相談支援事業）

財
務
課

財務課長
老人福祉センター 槻　寿　苑

・財務担当
・給与担当 槻寿苑デイサービスセンター 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（地域密着型通所介護）
事
業
課

事業課長
★ 槻寿苑居宅介護支援事業所 （居宅介護支援事業）

老人福祉センター　和 楽 荘
児
童
課

児童課長
老人福祉センター　いこい荘

老人福祉センター　寿 楽 荘

老人福祉センター　東 楽 園

老人福祉センター　あずま荘

老人福祉センター　しもか荘
●：業務委託

老人福祉センター　馬 宮 荘

★：自主事業
老人福祉センター　仲 本 荘

槻　の　木 （生活介護）
（就労移行）
（就労継続支援Ｂ型）
（相談支援事業）

第２やまぶき
① ② ③ ④



① ② ③ ④ 第１やまぶき （就労移行）
（就労継続支援Ｂ型）
（相談支援事業）

★日進職業センター （就労移行）
（就労継続支援Ｂ型）
（就労定着支援）

★かやの木 （生活介護）
（就労継続支援Ｂ型）

大砂土障害者
デイサービスセンター

（生活介護）
（自立訓練・機能訓練）
（相談支援事業）

みずき園 （生活介護）
（相談支援事業）

みのり園 身体障害者福祉ｾﾝﾀｰＢ型

★ 放課後デイサービスみのり （放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ）
（市直営）

● すみれ園 （医療型児童発達支援ｾﾝﾀｰ）
療育センターさくら草

● たんぽぽ園 （福祉型児童発達支援ｾﾝﾀｰ）

さくら草学園 （福祉型児童発達支援ｾﾝﾀｰ）

はるの園 （福祉型児童発達支援ｾﾝﾀｰ）

杉の子園 （児童発達支援事業）
（保育所等訪問支援事業）
（相談支援事業）

母子生活支援施設　けやき荘

三橋児童センター　三橋老人憩いの家
三橋放課後児童クラブ　三橋老人憩いの家分館

植竹児童センター　植竹放課後児童クラブ

◆ 天沼児童センター　天沼老人憩いの家
天沼放課後児童クラブ

◆ 宮原児童センター　宮原老人憩いの家
宮原放課後児童クラブ

植水児童センター　植水老人憩いの家
植水放課後児童クラブ●：業務委託

◆ 本郷児童センター　本郷老人憩いの家
本郷放課後児童クラブ★：自主事業

片柳児童センター　片柳老人憩いの家
海老沼放課後児童クラブ

春野児童センター　春野老人憩いの家
春野放課後児童クラブ

馬宮児童センター　馬宮放課後児童クラブ

文蔵児童センター　文蔵放課後児童クラブ

◆ 浦和別所児童センター　浦和別所放課後児童クラブ

与野本町児童センター　与野本町老人憩いの家

向原児童センター

大戸児童センター　与野南放課後児童クラブ

大久保東児童センター

岩槻児童センター

仲本児童センター

尾間木児童センター① ②



① ② 植水第二放課後児童クラブ （西区）

栄放課後児童クラブ （西区）

佐知川放課後児童クラブ （西区）

宮前放課後児童クラブ （西区）

大砂土放課後児童クラブ （北区）

七里放課後児童クラブ （見沼区）

東大宮放課後児童クラブ （見沼区）

東宮下放課後児童クラブ （見沼区）

大戸放課後児童クラブ （中央区）

上落合放課後児童クラブ （中央区）

下落合放課後児童クラブ （中央区）

鈴谷放課後児童クラブ （中央区）

与野西北放課後児童クラブ （中央区）

与野八幡放課後児童クラブ （中央区）

与野本町放課後児童クラブ （中央区）

大久保放課後児童クラブ （桜区）

大久保東放課後児童クラブ （桜区）

栄和放課後児童クラブ （桜区）

新開放課後児童クラブ （桜区）

神田放課後児童クラブ （桜区）

田島放課後児童クラブ （桜区）

土合放課後児童クラブ （桜区）

中島放課後児童クラブ （桜区）

西浦和放課後児童クラブ （桜区）

上木崎放課後児童クラブ （浦和区）

木崎放課後児童クラブ （浦和区）

岸町放課後児童クラブ （浦和区）

北浦和放課後児童クラブ （浦和区）

大東放課後児童クラブ （浦和区）

高砂放課後児童クラブ （浦和区）

常盤放課後児童クラブ （浦和区）

仲町放課後児童クラブ （浦和区）

針ヶ谷放課後児童クラブ （浦和区）

本太放課後児童クラブ （浦和区）

浦和大里放課後児童クラブ （南区）

大谷口放課後児童クラブ （南区）① ②



大谷場放課後児童クラブ （南区）① ②

大谷場東放課後児童クラブ （南区）

善前放課後児童クラブ （南区）

辻放課後児童クラブ （南区）

沼影放課後児童クラブ （南区）

南浦和放課後児童クラブ （南区）

谷田放課後児童クラブ （南区）

大牧放課後児童クラブ （緑区）

道祖土放課後児童クラブ （緑区）

大門放課後児童クラブ （緑区）

中尾放課後児童クラブ （緑区）

原山放課後児童クラブ （緑区）

三室放課後児童クラブ （緑区）

野田放課後児童クラブ （緑区）

岩槻放課後児童クラブ （岩槻区）

太田放課後児童クラブ （岩槻区）

柏崎放課後児童クラブ （岩槻区）

上里放課後児童クラブ （岩槻区）

慈恩寺放課後児童クラブ （岩槻区）

城南放課後児童クラブ （岩槻区）

城北放課後児童クラブ （岩槻区）

徳力放課後児童クラブ （岩槻区）

和土放課後児童クラブ （岩槻区）

大宮ふれあい福祉センター

新和放課後児童クラブ （岩槻区）

西原放課後児童クラブ （岩槻区）

東岩槻放課後児童クラブ （岩槻区）


