
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

さいたま市 福祉部 福祉総務課 管理係 ０４８－８２９－１２５３ 直通 330-9588 さいたま市浦和区常盤６－４－４

西区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－６２０－２６５３ 直通 331-8587 さいたま市西区指扇３７４３

北区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－６６９－６０５３ 直通 331-8586 さいたま市北区宮原町１－８５２－１

大宮区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－６４６－３０５３ 直通 330-8501 さいたま市大宮区大門町３－１

見沼区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－６８１－６０５３ 直通 337-8586 さいたま市見沼区堀崎町１２－３６

中央区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－８４０－６０５３ 直通 338-8686 さいたま市中央区下落合５－７－１０

桜区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－８５６－６１６３ 直通 338-8586 さいたま市桜区道場４－３－１

浦和区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－８２９－６１２１ 直通 330-9586 さいたま市浦和区常盤６－４－４

南区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－８４４－７１６３ 直通 336-8586 さいたま市南区別所７－２０－１

緑区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－７１２－１１６３ 直通 336-8587 さいたま市緑区大字中尾９７５－１

岩槻区 健康福祉部 福祉課 管理係 ０４８－７９０－０１５５ 直通 339-8585 さいたま市岩槻区本町３－２－５

川越市 福祉部 福祉推進課
地域生活
支援担当

０４９－２２４－５７６９ 直通 350-8601 川越市元町１－３－１

熊谷市 福祉部 福祉課 総務係 ０４８－５２４－１１１１ 507 360-8601 熊谷市宮町２丁目４７－１

川口市 福祉部 福祉総務課 社会係 ０４８－２５９－７６４７ 2323 332-0032 川口市中青木１－５－１　市役所第二庁舎４階

行田市 健康福祉部 福祉課
トータル
サポート
推進担当

０４８－５５６－１１１１ 279 361-8601 行田市本丸２－５

秩父市 福祉部 社会福祉課 庶務担当 ０４９４－２２－２２１１ 2631 368-8686 秩父市熊木町８－１５

所沢市 福祉部 福祉総務課 総務担当 ０４－２９９８－９１１３ 直通 359-8501 所沢市並木一丁目１番地の１

飯能市 福祉部
地域・生活
福祉課

福祉総務担当 ０４２－９８６－５０８１ 直通 357-8501 飯能市大字双柳１－１

加須市 福祉部 社会福祉課 地域福祉担当 ０４８０－６２－１１１１ 136 347-8501 加須市下三俣２９０

本庄市 福祉部 社会福祉課
地域福祉
推進係

０４９５－２５－１１４２ 直通 367-8501 本庄市本庄３－５－３

東松山市 健康福祉部 社会福祉課
福祉政策
グループ

０４９３－２１－１４０８ 直通 355-8601 東松山市松葉町１丁目１－５８

春日部市 福祉部 生活支援課 社会福祉担当 ０４８－７３６－１１１１ 2515 344-8577 春日部市中央６－２

狭山市 福祉こども部 福祉課 福祉総務担当 ０４－２９５３－１１１１ 1511 350-1380 狭山市入間川１－２３－５

羽生市 市民福祉部 社会福祉課 地域福祉係 ０４８－５６１－１１２１ 179 348-8601 羽生市東６丁目１５番地

鴻巣市 福祉こども部 福祉課 社会福祉担当 ０４８－５４１－1334 直通 365-8601 鴻巣市中央１番１号
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深谷市 福祉健康部 福祉政策課 福祉政策係 ０４８－５６８－５０４１ 3313 366-8501 深谷市仲町１１－１

上尾市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務担当 ０４８－７７５－５１１８ 直通 362-8501 上尾市本町３－１－１

草加市 健康福祉部 福祉課 総務企画係 ０４８－９２２－１２３４ 直通 340-8550 草加市高砂１－１－１

越谷市 福祉部 福祉推進課 地域福祉担当０４８－９６３－９３２０ 直通 343-8501 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号

蕨市 健康福祉部 福祉総務課 福祉総務係 ０４８－４３３－７７５３ 直通 335-8501 蕨市中央５－１４－１５

戸田市 福祉部 福祉総務課 福祉総務担当 ０４８－４２４－９５６４ 直通 335-8588 戸田市上戸田１－１８－１

入間市 福祉部 生活福祉課 庶務担当 ０４－２９６４－１１１１ 1322 358-8511 入間市豊岡１－１６－１

朝霞市 福祉部 福祉課 地域福祉係 ０４８－４６３－１５９４ 2654 351-8501 朝霞市本町１－１－１

志木市 健康福祉部 福祉課
福祉総務
グループ

０４８－４７３－１１１１ 2416 353-8501 志木市中宗岡１－１－１

和光市 保健福祉部 社会福祉課 援護担当 ０４８－４６４－１１１１ 2151 351-0192 和光市広沢１－５

新座市 福祉部 生活福祉課 地域福祉係 ０４８－４７７－１１１１ 1422 352-8623 新座市野火止１－１－１

桶川市 健康福祉部 社会福祉課 福祉総務係 ０４８－７８６－３２１１ 1336 363-8501 桶川市上日出谷９３６－１

久喜市 福祉部 社会福祉課 社会福祉係 ０４８０－２２－１１１１ 3222 346-8501 久喜市下早見８５－３

久喜市 菖蒲総合支所 福祉課 社会福祉係 ０４８０－８５－１１１１ 140 346-0192 久喜市菖蒲町新堀３８

久喜市 栗橋総合支所 福祉課 社会福祉係 ０４８０－５３－１１１１ 237 349-1192 久喜市間鎌２５１－１

久喜市 鷲宮総合支所 福祉課 社会福祉係 ０４８０－５８－１１１１ 162 340-0295 久喜市鷲宮６－１－１

北本市 保健福祉部 福祉課
地域福祉・
監査担当

０４８－５９１－１１１１
2331
2332

364-8633 北本市本町１丁目１１１番地

八潮市
ふれあい
福祉部

社会福祉課 福祉企画担当 ０４８－９９６－２１１１ 316 340-8588 八潮市中央一丁目２番地１

富士見市 健康福祉部 福祉課 地域福祉係 ０４９－２５１－２７１１ 334 354-8511 富士見市大字鶴馬１８００－１

三郷市 福祉部
ふくし総合
支援課

地域福祉係 ０４８－９３０－７７７５ 直通 341-0041 三郷市花和田６３８番地１

蓮田市 健康福祉部 福祉課 社会福祉担当 ０４８－７６８－３１１１ 137 349-0193 蓮田市大字黒浜２７９９－１

坂戸市 福祉部 福祉総務課 企画庶務担当 ０４９－２８３－１２５４ 直通 350-0292 坂戸市千代田１－１－１

幸手市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉担当 ０４８０－４２－８４３５ 直通 340-0152 幸手市天神島１０３０－１

鶴ヶ島市 健康福祉部 福祉政策課
福祉政策・地
域福祉担当

０４９－２７１－１１１１ 284 350-2292 鶴ヶ島市大字三ツ木１６番地１

日高市 健康福祉部 社会福祉課 社会福祉担当 ０４２－９８９－２１１１ 1158 350-1292 日高市大字南平沢１０２０
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吉川市 健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係 ０４８－９８２－９５４８ 直通 342-8501 吉川市吉川２－１－１

ふじみ野市 福祉部 福祉課 福祉支援係 ０４９－２６２－９０２８ 直通 356-8501 ふじみ野市福岡１－１－１

白岡市 健康福祉部 福祉課
社会福祉
担当

０４８０－９２－１１１１ 168 349-0292 白岡市千駄野４３２番地

伊奈町 福祉課 総合福祉係 ０４８－７２１－２１１１ 2126 362-8517 北足立郡伊奈町大字小室９４９３番地

三芳町 福祉課 福祉担当 ０４９－２５８－００１９ 172 354-8555 入間郡三芳町藤久保１１００番地１

毛呂山町 福祉課 地域福祉係 ０４９－２９５－２１１２ 112 350-0493 入間郡毛呂山町中央２－１

越生町 健康福祉課 福祉担当 ０４９－２９２－３１２１ 113 350-0494 入間郡越生町大字越生９００－２

滑川町 健康福祉課 福祉担当 ０４９３－５６－２２１１ 262 355-8585 比企郡滑川町大字福田７５０－１

嵐山町
健康
いきいき課

社会福祉担当 ０４９３－６２－０７１６ 直通 355-0211 比企郡嵐山町杉山１０３０－１

小川町 福祉介護課 社会福祉担当 ０４９３－７２－１２２１ 355 355-0392 比企郡小川町大塚５５

川島町 健康福祉課 福祉グループ ０４９－２９９－１７５６ 直通 350-0192 比企郡川島町大字平沼１１７５

吉見町 福祉町民課 福祉係 ０４９３－５４－１５１１ 138 355-0192 比企郡吉見町大字下細谷４１１

鳩山町 健康福祉課 社会福祉担当 ０４９－２９６－１２４１ 直通 350-0392 比企郡鳩山町大字大豆戸１８４－１６

ときがわ町 福祉課 社会福祉担当 ０４９３－６５－０８１３ 直通 355-0395 比企郡ときがわ町大字玉川２４９０

横瀬町 健康づくり課
子育て支援
グループ

０４９４－２５－０１１６ 162 368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬４５４５番地

皆野町 健康福祉課 福祉介護担当 ０４９４－６２－１２３３ 直通 369-1492 秩父郡皆野町大字皆野１４２０－１

長瀞町 健康福祉課 福祉担当 ０４９４－６６－３１１１ 127 369-1392 秩父郡長瀞町大字本野上１０３５－１

小鹿野町 福祉課 福祉担当 ０４９４－７５－４４２１ 701 368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野３００番地

東秩父村 住民福祉課 福祉年金担当 ０４９３－８２－１２２１ 112 355-0393 秩父郡東秩父村大字御堂６３４番地

美里町 住民福祉課 社会福祉担当 ０４９５－７６－５１３２ 144 367-0194 児玉郡美里町大字木部３２３番地１

神川町 町民福祉課 福祉担当 ０４９５－７７－２１１２ 214 367-0292 児玉郡神川町大字植竹９０９番地

上里町 町民福祉課 社会福祉係 ０４９５－３５－１２２４ 1301 369-0392 児玉郡上里町大字七本木５５１８

寄居町 健康福祉課 社会福祉班 ０４８－５８１－２１２１
121
122

369-1292 大里郡寄居町大字寄居１１８０番地１

宮代町 福祉課 社会福祉担当 ０４８０－３４－１１１１ 325 345-8504 南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

杉戸町 福祉課 社会福祉担当 ０４８０－３３－１１１１ 263 345-8502 北葛飾郡杉戸町清地２－９－２９

松伏町 福祉健康課 社会福祉担当 ０４８－９９１－１８７４ 直通 343-0192 北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４番地
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