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○地域包括支援センター 

 住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護・福祉など高齢者の総合相談を行ってい

ます。 

名  称 担当地区 住  所 電話番号 

地域包括支援センター  

埼玉セントラル 

上富全域、北永井全域、 

藤久保第 3区、第 6区 
三芳町上富 2177 049-274-2080 

地域包括支援センター 

みずほ苑みよし 

藤久保第 1区、第 2区、第 4区、

第 5区 

竹間沢第 1区、みよし台第 1区 

三芳町竹間沢 735-1 049-293-7341 

三芳町地域包括支援 

センター 
町内全域 

三芳町藤久保1100-1

（三芳町役場 1階） 
049-258-0019 

 

○三芳町役場 

 介護認定や高齢者福祉に関する業務を行っています。 

名  称 主な業務内容 住  所 電話番号 

健康増進課 介護保険担当 介護認定の申請など 

三 芳 町 藤 久 保

1100-1 
049-258-0019 

福祉課 福祉庶務担当 
配食サービス、緊急連

絡システムの申請など 

福祉課 福祉支援担当 障がい者手帳の申請など 

 

○社会福祉協議会 

地区での福祉活動やボランティア活動の支援を行っています。 

名  称 主な業務内容 住  所 電話番号 

三芳町社会福祉協議会 

日常生活支援ボランティ

ア(友愛サービスなど)の

申請、サロン活動や会食

会、福祉新聞の配達など 

三 芳 町 藤 久 保

1100-1 

（三芳町役場 1階） 

049-258-0122 

高齢者福祉・介護に関する相談機関 
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○公民館 

 学習や交流、生きがいづくりの場として、高齢大学やサークル活動などを行っています。 

名  称 住所 電話番号 

藤久保公民館 三芳町藤久保 185-4 049-258-0690 

竹間沢公民館 三芳町竹間沢 555-1 049-259-8311 

中央公民館 三芳町北永井 348-2 049-258-0050 

 

○各種サロンやボランティア活動 

 趣味や生きがいづくりの集まりや、ボランティア活動が行えるグループなどの紹介を行い

ます。 

名  称 住  所 電話番号 

三芳町社会福祉協議会 
三芳町藤久保 1100-1 

（三芳町役場 1階） 
049-258-0122 

 

○シルバー人材センター 

 高齢者の豊富な知識や能力を活かす場として、健康で働く意欲がある人に仕事を提供して

います。 

名  称 住  所 電話番号 

三芳町シルバー人材センター 三芳町藤久保 1100-1 049-258-7171 

 

 

  

高齢者の活動場所 
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○かかりつけ歯科医 

 三芳歯科医師会に加入している医療機関です。 

 

○もの忘れ相談医 

 東入間医師会が行う、認知症研修を受けた医療機関です。 

 

○もの忘れ相談窓口 

 専門の看護師が電話での聞き取りを行い、もの忘れや認知症に関する相談を行います。 

電話相談の結果、受診が必要な場合は診察の予約を行ないます。完全予約制です。 

名  称 住  所 電話番号 

埼玉セントラル病院 三芳町上富 2177 049-259-0161 

 

名  称 住  所 電話番号 

清水歯科医院 三芳町藤久保 849-21 049-258-7475 

三芳歯科医院 三芳町藤久保 309-3 049-258-5200 

山田歯科医院 三芳町藤久保 381-1 049-259-3911 

大進歯科医院 三芳町藤久保 431-22 049-259-1138 

はばら歯科 三芳町藤久保 82 049-258-7615 

ユナイトみよし歯科 三芳町藤久保 855-403 049-274-5418 

井上歯科医院 三芳町北永井 3-6 049-274-1977 

うららか歯科 三芳町藤久保 337-9 049-293-4841 

名  称 住  所 電話番号 

遠山脳神経外科 三芳町北永井 997-5 049-274-7666 

富士内科クリニック 三芳町藤久保 16-15 049-257-0601 

三芳野病院 三芳町北永井 890-6 049-259-3333 

安田医院 三芳町上富 402-5 049-258-3251 

山田内科クリニック 三芳町北永井 3-11 049-259-4462 
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○認知症疾患医療センター 

 認知症専門医療機関として、都道府県及び政令指定都市によって指定された医療機関です。

鑑別診断や急性期における治療、専門医療相談などを行っています。 

名  称 住  所 電話番号 

秩父中央病院 秩父市寺尾 1404 0494-22-9366 

武里病院 春日部市下大増新田 9-3 048-738-8831 

西熊谷病院 熊谷市石原 572 048-599-0930 

丸木記念福祉メディカルセン

ター 
毛呂山町毛呂本郷 38 049-276-1486 

戸田病院 戸田市新曽南 3-4-25 048-433-0090 

済生会鴻巣病院 鴻巣市八幡田 849 048-501-7191 

菅野病院 和光市本町 28-1 048-464-6655 

あさひ病院 狭山市大字水野 592 04-2957-1202 

久喜すずのき病院 久喜市北青柳 1366-1 0480-23-3300 

埼玉精神神経センター さいたま市中央区本町東 6-11-1 048-857-6811 
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町内の事業所一覧です。サービスは町外の事業所を利用することも出来ます。 

 

○居宅介護支援事業所 

 介護保険サービスは、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて利用します。 

 ケアマネジャーが在籍して、ケアプラン作成などサービスの利用の支援を行います。 

名  称 住  所 電話番号 

居宅介護支援事業所  

むさしの苑 
三芳町上富 1784-7 049-259-6122 

老人保健施設  

埼玉ロイヤルケアセンター 
三芳町上富 2181-5 049-258-6060 

桜荘居宅介護支援事業所 三芳町北永井 415-1 049-274-6666 

居宅介護支援事業所  

こころ三芳 
三芳町北永井 946-1 049-259-6018 

三芳町社会福祉協議会 三芳町藤久保 1100-1（三芳町役場 1階） 049-257-3233 

居宅介護支援事業所 

あおい糸 
三芳町藤久保 301-3-301 049-259-3283 

三芳ロイヤル居宅介護支援 

センター 
三芳町藤久保 974-3 049-258-6595 

ローズマンハウス 三芳町竹間沢 354-5-402 049-259-0220 

在宅介護支援センター 

みずほ苑 
三芳町竹間沢 735-1 049-258-9488 

 

 

○訪問介護 

 ヘルパーが訪問し、家事援助（掃除、買い物など）や身体介護（入浴介助、おむつ交

換など）を行います。 

名  称 住  所 電話番号 

ローズマンハウス 三芳町竹間沢 354-5-402 049-258-7739 

介護ステーション こころ 三芳町みよし台 7-1 049-258-7133 

オアシス 24 ふじみ 三芳町藤久保 313-4-201 049-270-4740 

 

介護保険サービス 
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○訪問看護 

 看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などの看護を行います。 

名  称 住  所 電話番号 

訪問看護ステーション えん 三芳町藤久保 309-3-301 049-265-3211 

三芳ロイヤル訪問看護 

ステーション 
三芳町藤久保 974-3 049-274-3230 

埼玉セントラル病院  三芳町上富 2177 049-259-0161 

 

○訪問リハビリテーション 

 理学療法士や作業療法士などが訪問し、自宅でリハビリを行います。 

 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護（要介護 1 以上の人が対象） 

 日中、夜間を通して定期的な訪問や緊急時の随時の対応による訪問介護と訪問看護を行い

ます。 

 

○認知症対応型通所介護 

 施設まで送迎し、認知症の高齢者が日帰りで食事や入浴などの生活援助を受けたり、

機能訓練を行います。 

名  称 住  所 電話番号 

けやきの家 三芳町北永井 256-4 049-257-3232 

 

 

 

 

 

名  称 住  所 電話番号 

埼玉セントラル病院 三芳町上富 2177 049-259-0161 

名  称 住  所 電話番号 

三芳ロイヤル定期巡回・随時

対応型訪問介護看護ステーシ

ョン 

三芳町藤久保 974-3 049-274-3230 
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○通所介護 

 施設まで送迎し、日帰りで食事や入浴などの生活援助を受けたり、運動やレクレーシ

ョンなどを行います。 

名  称 住  所 電話番号 

みよし翔裕館 三芳町上富 496-1 049-259-6580 

リゾートケア・24 三芳町北永井 891 049-267-0124 

桜荘 三芳町北永井 415-1 049-274-7111 

ほっと三芳ケアセンター 三芳町北永井 375-6 049-257-3636 

リハトレ明和 三芳町藤久保 197-20 049-257-4780 

みずほ苑 三芳町竹間沢 735-1 049-258-9211 

 

 

○通所リハビリテーション 

施設まで送迎し、日帰りで食事や入浴などの生活援助を受けたり、リハビリを行います。 

名  称 住  所 電話番号 

むさしの苑 三芳町上富 1784-7 049-259-6122 

埼玉ロイヤルケアセンター 三芳町上富 2181-5 049-258-6060 

エムズガーデン 三芳町北永井 890-2 049-257-1502 

 

 

○短期入所 

 施設に短期間宿泊し、食事や入浴などの生活援助を受けたり、レクレーションなどを

行います。 

名  称 住  所 電話番号 

みよし翔裕館 三芳町上富 496-1 049-259-6580 

みよし園 三芳町上富 1784-8 049-259-1233 

むさしの苑 三芳町上富 1784-7 049-259-6122 

埼玉ロイヤルケアセンター 三芳町上富 2181-5 049-258-6060 

こころ三芳 三芳町北永井 946-1 049-259-6018 

桜荘 三芳町北永井 415-1 049-274-7111 

ほっと三芳ケアセンター 三芳町北永井 375-6 049-257-3636 

みずほ苑 三芳町竹間沢 735-1 049-258-9211 
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○グループホーム（要支援 2 以上の人が対象） 

 施設に泊まりながら、食事や入浴の生活支援を受けたり、入居者同士で出来る事を活

かしながら、協力して生活します。 

名  称 住  所 電話番号 

三芳グループホーム 

そよ風 
三芳町上富 1546-9 049-257-0121 

愛の家グループホーム 

三芳竹間沢 
三芳町竹間沢 577-1 049-274-5300 

 

○特別養護老人ホーム（原則、要介護 3 以上の人が対象） 

 常時介護が必要で、自宅での生活が困難な人が施設に入所して日常生活の支援や介護

を受けます。 

名  称 住  所 電話番号 

みよし園 三芳町上富 1784-8 049-259-1233 

こころ三芳 三芳町北永井 946-1 049-259-6018 

桜荘 三芳町北永井 415-1 049-274-7111 

みずほ苑 三芳町竹間沢 735-1 049-258-9211 

 

○介護老人保健施設（要介護 1 以上の人が対象） 

 施設に泊まりながら、リハビリを行い、在宅への生活復帰を目指します。 

名  称 住  所 電話番号 

むさしの苑 三芳町上富 1784-7 049-259-6122 

埼玉ロイヤルケアセンター 三芳町北永井 946-1 049-258-6060 

エムズガーデン 三芳町北永井 415-1 049-257-1502 

 

○住宅改修 

 手すりの取り付けや段差解消の工事に対して、20万円までの工事を 1割～3割負担で

行う事が出来ます。事前申請が必要です。既に行った工事は対象になりません。 

 

○福祉用具貸与・購入 

 介護用ベッドや車椅子のレンタル、ポータブルトイレの購入などが 1 割～3 割負担で

出来ます。指定の事業所から購入したものが対象になります。既に購入したものは対

象になりません。  
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○いもっこ体操（町内 12 ヶ所で実施） 

リハビリや運動の専門家によって考えられた、主にイスに 

座って行う体操です。転倒予防や歩行バランスの安定に 

必要な、体の基礎となる筋肉を鍛える事ができます。 

 

・映像や音楽に合わせて、みんなで体操を行います。 

・体操だけでなく、休憩中にはみんなでお茶を飲みながら談笑し

たり、脳トレの手遊びをしたりしています。 

・参加はいつでも受け付けています。各会場で月 1～2回実施して

います。日程を確認の上、お近くの会場にお越しください。 

会場：藤久保 1～6区集会所（藤久保 1、3、5区は第 2集会所で実施しています） 

北永井 2、3区集会所、上富 1区集会所、中央公民館、竹間沢公民館、藤久保公民館 

初めて参加される場合は、事前に日時をお問い合わせください。 

○リハビリ相談（毎月 1 回、藤久保公民館で実施） 

リハビリ専門職による、個別相談を実施しています。簡単な体力 

測定などを行い、現在の状態に合った運動プログラムを紹介します。 

・対象者：65歳以上で肩や腰などの痛みがある人、足腰の筋力低下 

を感じている人など。 

・時間：9時 30分、10時、10時 30分 各 1名 30分です。 

・必ず予約が必要です。参加を希望される場合はお問い合わせください。 

三芳町役場 地域包括支援センターが行っている事業 

TEL：049-258-0019 

○介護予防事業 

 自立した生活を継続出来るように、運動機能の低下を予防するための運動教室や口腔ケア、

栄養に関する知識を学ぶ事が出来ます。 

 認知症の予防には適度な運動やバランスの良い食生活が効果的と言われています。 

 

 

その他にも教室を行っています。教室を開催する時には、広報などでお知らせします。 

三芳町が行っている介護予防、福祉サービス 

例）足上げ、腕振りの運動 

いもっこ体操の様子 

リハビリ相談の様子 
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三芳町役場 福祉課が行っている事業 

詳細などは福祉課へ直接お問い合わせください。 TEL：049-258-0019 

○配食サービス 

 日常生活に支障のある 1人暮らしの高齢者、高齢者世帯及び日中独居の高齢者に、在宅援

護として配食サービスを行い食生活の改善と健康増進を図り安否確認を行う事業です。 

 委託業者が自宅まで昼食をお届けします。1人 1日 1食、1週につき 3食までの補助を限

度とします。補助金額は 1食あたり 300円です。 

 

○緊急時連絡システム 

 自宅での急病時などに無線発信機を使用して、救急要請を行う事が出来ます。日中独居の

高齢者又は高齢者のみの世帯が対象です。 

  

○紙おむつ支給事業 

 月 5,000円を上限に、紙おむつの現物支給を行います。在宅で常時、おむつを必要とする

要介護 3以上の人が対象です。 

 

○介護手当支給事業 

 介護手当として、月 5,000円を支給しています。在宅で要介護 4以上の人を介護している

人が対象です。 
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 問い合わせ：三芳町社会福祉協議会 TEL：049-258-0122 

 

○友愛サービス 

 有償ボランティアとして、主に掃除、買い物などの日常的な家事の支援を行っています。

社会福祉協議会に登録されている協力会員が支援を行います。 

 

○ちょっと助け隊 

 地域住民による無償ボランティアとして、ゴミ出しや花の水やりなど、日常生活のちょっ

とした困り事の支援を行っています。社会福祉協議会に登録されている協力会員が支援を

行います。 

 

○男手労務提供（三芳スケット） 

日曜大工や粗大ゴミの撤去など男手を必要とする作業を行うボランティアグループです。 

 

○一人暮らし会食会 

 同じ地域に住む、一人暮らしの高齢者が集まり食事をしたり、レクレーションをします。

各地域の集会所などで行っていますが、会場まで来ることが難しい場合には、送迎を行っ

ています。 

 

○福祉新聞 

 月に 1回、地域の福祉協力委員が福祉新聞を届けています。福祉新聞は福祉協力委員によ

って作成され、地域の催し物やサークル情報などが掲載されています。福祉新聞の配達を

通じて、地域の見守りなどの繋がりが広がります。 

 

○あんしんサポートねっと 

 判断能力の十分でない高齢者の方などが、安心して生活が送れるように、生活支援員が定

期的に訪問し、暮らしに必要なお金の出し入れ、事務手続きや書類管理の支援を行います。 

 

三芳町社会福祉協議会が行っている事業 
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○成年後見制度 

 認知症などで、判断能力が低下することによって、財産を管理したり、契約を結んだりす

ることが困難になる場合があります。判断能力が不十分な人に対して、成年後見人が財産

を管理したり、福祉サービスなどを利用するための手続きを行ったりします。 

名  称 住  所 電話番号 主な業務内容 

三芳町地域包括支援センター 三芳町藤久保 1100-1 049-258-0019 
成年後見制度

についての相

談 

三芳町役場福祉課 三芳町藤久保 1100-1 049-258-0019 

さいたま地方法務局 
さいたま市中央区 

下落合 5-12-1 
048-851-1000 

さいたま家庭裁判所川越支部 川越市宮下町 2-1-3 049-273-3036 
成年後見制度

の相談、申立 

 

 

○消費者（詐欺）被害相談 

 消費者トラブルや悪徳商法などの相談を行っています。 

名  称 住  所 電話番号 

消費生活相談 

（三芳町役場観光産業課） 
三芳町藤久保 1100-1 049-258-0019 

独立行政法人 国民生活セン

ター 

埼玉県消費生活支援センター

川越 

川越市新宿町 1-1-1 

埼玉県川越地方庁舎分館内 
049-247-0888 

独立行政法人 国民生活セン

ター 

消費者ホットライン 

 0570-064-370 

 

  

金銭管理や手続きに関する制度 
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○若葉サロン 

認知症の方やその家族の交流会です。申込みは不要です。 

開催日程：毎月第 4火曜日 13時 30分～15時 30分 場所：藤久保公民館 

参加費：100円（お茶菓子代） 

問い合わせ：熊谷（代表者） TEL：049-258-7540 

 

○介護者交流会 

 認知症に限らず、何らかの理由で家族の介護をしている人の交流会です。 

地域包括支援センターが主催して、年 4回程度開催しています。詳細は広報などでお知ら

せしています。 

問い合わせ：三芳町地域包括支援センター TEL：049-258-0019 

 

○家族介護者の憩いのサロン 

認知症に限らず、家族の介護している人が、気軽に集い・リフレッシュするサロンです。 

開催日程：年 2～3回 13時～16時 場所：藤久保公民館 

参加費：100円（お茶菓子代） 

問い合わせ：協働のまちづくりネットワーク 柄澤（代表者） TEL：049-258-2178 

 

○認知症の人と家族の会 

介護者同士の交流や情報交換などを行ったり、専門の相談員による電話相談も行ってい

ます。 

問い合わせ：公益社団法人 認知症の人と家族の会 埼玉支部 TEL：048-667-5553 

  

認知症家族の交流会 
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○認知症カフェ 

認知症の本人、家族、介護者、地域住民など誰でも気軽に立ち寄って、お茶を飲みなが

ら話をしたり、歌を歌ったりして過ごします。認知症や介護の相談や勉強会なども行って

います。 

 

場所：デイサービスセンター「けやきの家」 

住所：三芳町上富 1546-9 

日程：毎月第 1日曜日（変更になる場合もあります） 10：00～12：00（出入り自由） 

参加費：100円（お茶菓子代） 

問い合わせ：デイサービスセンター「けやきの家」 TEL：049-257-3232 

 

場所：三芳グループホーム そよ風 

住所：三芳町上富 1546-9 

日程：平成 30年度開催予定 8月 18日（土）、11月 17日（土）、平成 31年 2 月 16日（土）

10：00～12：00（出入り自由） 

参加費：無料 

問い合わせ：三芳グループホーム そよ風 TEL：049-257-0121 

 

場所：愛の家グループホーム 三芳竹間沢 

住所：三芳町竹間沢 577-1 

日程：平成 30年度開催予定 9月 13日（木）、12月 13日（木）、平成 31年 3 月 14日（木） 

   午前の部 10：00～12：00 

午後の部 13：00～15：00（午前、午後ともに出入り自由） 

 参加費：無料 

問い合わせ：愛の家グループホーム 三芳竹間沢 TEL：049-274-5300 


