
ひとり親家庭等医療費　市町村担当課　一覧 （50音順）

市町村名 代表電話 部 課

あ 上尾市 048-775-5111 子ども未来部 こども支援課

朝霞市 048-463-1111 福祉部 子ども未来課

い 伊奈町 048-721-2111 保険医療課

入間市 04-2964-1111 福祉部 こども支援課

お 小鹿野町 0494-75-1221 住民課

小川町 0493-72-1221 子育て支援課

桶川市 048-786-3211 健康福祉部 こども支援課

越生町 049-292-3121 子育て支援課

か 春日部市 048-736-1111 福祉部 子育て支援課

　　　庄和総合支所 048-746-1111 庄和総合支所 福祉課

加須市 0480-62-1111 こども局 子育て支援課

　　　騎西総合支所 0480-73-1111 福祉課

　　　北川辺総合支所 0280-62-2111 福祉課

　　　大利根総合支所 0480-72-1111 福祉課

神川町 0495-77-2111 町民福祉課

上里町 0495-35-1221 子育て共生課

川口市 048-258-1110 こども部 子ども育成課

川越市 049-224-8811 こども未来部 こども政策課

川島町 049-297-1811 子育て支援課

き 北本市 048-591-1111 福祉部 こども課

行田市 048-556-1111 健康福祉部 保険年金課

く 久喜市 0480-22-1111 福祉部 子育て支援課

　　　菖蒲総合支所 0480-85-1111 福祉課

　　　栗橋総合支所 0480-53-1111 福祉課

　　　鷲宮総合支所 0480-58-1111 福祉部 福祉課

熊谷市 048-524-1111 福祉部 こども課

　　　大里行政センター 0493-39-0311

　　　妻沼行政センター 048-588-1321

　　　江南行政センター 048-536-1521

こ 鴻巣市 048-541-1321 福祉こども部 こども未来課

　　　吹上支所 048-548-1211 吹上支所 福祉グループ

　　　川里支所 048-569-1111 川里支所 福祉グループ

越谷市 048-964-2111 子ども家庭部 子育て支援課

さ さいたま市 048-829-1111 福祉部 年金医療課

　　　西区 048-622-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　北区 048-653-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　大宮区 048-657-0111 健康福祉部 保険年金課

　　　見沼区 048-687-1111 健康福祉部 保険年金課
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　　　中央区 048-856-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　桜区 048-858-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　浦和区 048-825-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　南区 048-838-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　緑区 048-874-1111 健康福祉部 保険年金課

　　　岩槻区 048-790-0111 健康福祉部 保険年金課

坂戸市 049-283-1331 福祉部 子育て支援課

幸手市 0480-43-1111 健康福祉部 子育て支援課

狭山市 04-2953-1111 福祉こども部 こども課

し 志木市 048-473-1111 健康福祉部 子ども家庭課

白岡市 0480-92-1111 健康福祉部 子育て支援課

す 杉戸町 0480-33-1111 子育て支援課

そ 草加市 048-922-0151 子ども未来部 子育て支援課

ち 秩父市 0494-22-2211 福祉部 こども課

　　　吉田総合支所 0494-77-1111 吉田総合支所 市民福祉課

　　　大滝総合支所 0494-55-0101 大滝総合支所 市民福祉課

　　　荒川総合支所 0494-54-2211 荒川総合支所 市民福祉課

つ 鶴ヶ島市 049‐271‐1111 健康福祉部 こども支援課

と ときがわ町 0493-65-1521 福祉課

所沢市 04-2998-1111 こども未来部 こども支援課

戸田市 048-441-1800 こども青少年部 こども家庭課

な 長瀞町 0494-66-3111 町民課

滑川町 0493-56-2211 健康福祉課

に 新座市 048-477-1111 福祉部 児童福祉課

は 蓮田市 048-768-3111 生涯学習部 子ども支援課

鳩山町 049-296-1211 健康福祉課

羽生市 048-561-1121 市民福祉部 子育て支援課

飯能市 042-973-2111 健康推進部 保険年金課

ひ 東秩父村 0493-82-1221 住民福祉課

東松山市 0493-23-2221 子ども未来部 子育て支援課

日高市 042-989-2111 福祉子ども部 子育て応援課

ふ 深谷市 048-571-1211 こども未来部 こども青少年課

富士見市 049-251-2711 子ども未来部 子育て支援課

ふじみ野市 049-261-2611 福祉部 子育て支援課

　　　大井総合支所 049-261-2811 健康医療部 地域福祉課

ほ 本庄市 0495-25-1111 福祉部 子育て支援課

　　　児玉総合支所 0495-72-1331 児玉総合支所 市民福祉課

ま 松伏町 048-991-2711 福祉健康課

2/3



市町村名 代表電話 部 課

み 三郷市 048-953-1111 子ども未来部 子ども支援課

美里町 0495-76-1111 住民福祉健康課

皆野町 0494-62-1230 健康福祉課

宮代町 0480-34-1111 福祉課

三芳町 049-258-0019 こども支援課

も 毛呂山町 049-295-2112 子ども課

や 八潮市 048-996-2111 ふれあい福祉部 子育て支援課

よ 横瀬町 0494-25-0111 子育て支援課

吉川市 048-982-5111 健康福祉部 子育て支援課

吉見町 0493-54-1511 子育て支援課

寄居町 048-581-2121 子育て支援課

ら 嵐山町 0493-62-2150 こども課

わ 和光市 048-464-1111 保健福祉部 こども福祉課

蕨市 048-432-3200 健康福祉部 児童福祉課
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