
市 町 村 申 請 先 担 当 課 係 名 電 話 番 号 所 在 地

市保健所 保健予防課  049-227-5102（直） 小ヶ谷８１７－１

市役所 障害者福祉課  049-224-5785（直） 元町１－３－１

市役所 障害福祉課 障害援護係  048-524-1111 宮町２－４７－１

大里行政センター 市民福祉課  0493-39-0311 中曽根６５４－１

江南行政センター 市民福祉課  048-536-1521 江南中央１－１

妻沼行政センター 福祉係  048-588-1321 弥藤吾２４５０

川口市 市役所 障害福祉課 給付係  048-259-7678（直） 青木２－１－１

行田市 市役所 福祉課 障害福祉担当  048-556-1111 本丸２－５

市役所 障がい者福祉課  0494-27-7331（直） 熊木町８－１５

吉田総合支所 市民福祉課  0494-72-6082（直） 下吉田６５８５－２

荒川総合支所 市民福祉課  0494-54-2116（直） 荒川上田野１７３４－６

大滝総合支所 市民福祉課  0494-55-0865（直） 大滝９８５

所沢市 市保健センター 健康管理課　こころの健康支援室  04-2991-1812 上安松１２２４－１

飯能市 市役所 障害者福祉課 障害給付担当  042-986-5072（直） 双柳１－１

市役所 障がい者福祉課  0480-62-1111 下三俣２－１－１

騎西総合支所 福祉課  0480-73-1111 騎西３６－１

北川辺総合支所 福祉課  0280-61-1204（直） 麦倉１４８１－１

大利根総合支所 福祉課  0480-72-1317（直） 北下新井１６７９－１

市役所 障害福祉課 援護係  0495-25-1125（直） 本庄３－５－３

児玉総合支所 市民福祉課　福祉係  0495-72-1333（直） 児玉町八幡山３６８

東松山市 市役所 障害者福祉課 精神障害者支援グループ  0493-21-1452（直） 松葉町１－１－５８

市役所 障がい者支援課 障がい者支援担当  048-736-1111 中央６－２

庄和総合支所 福祉課 福祉担当  048-746-1111 金崎８３９－１

狭山市 市役所 障害者福祉課 福祉サービス担当  04-2953-1111 入間川１－２３－５

羽生市 市役所 社会福祉課 障がい福祉係  048-561-1121 東６－１５

市役所 福祉課 自立支援担当  048-541-1537（直） 中央１－１

吹上支所 福祉グループ  048-548-1213（直） 吹上富士見１－１－１

川里支所 福祉グループ  048-569-1111 広田３１４１－１

深谷市 市役所 障害福祉課 給付係  048-571-1011（直） 仲町１１－１

上尾市 市役所 障害福祉課  048-775-5122（直） 本町３－１－１

草加市 市役所 障がい福祉課 障がい支援係  048-922-1442（直） 高砂１－１－１

越谷市 市役所 障害福祉課  048-963-9164（直） 越ヶ谷４－２－１

蕨市 市保健センター 保健指導係  048-431-5590 北町２－１２－１５

戸田市 市役所 障害福祉課 障害者支援担当  048-441-1800 上戸田１－１８－１

入間市 市役所 障害福祉課 障害援護担当  04-2964-1111 豊岡１－１６－１

朝霞市 市役所 障害福祉課 障害福祉係  048-463-1598（直） 本町１－１－１

志木市 市役所 福祉課 障がい者福祉グループ  048-473-1111 中宗岡１－１－１

和光市 市役所 社会福祉課 障害給付担当  048-424-9123（直） 広沢１－５

新座市 市役所 障がい者福祉課 給付係  048-477-6891（直） 野火止１－１－１

桶川市 市役所 障害福祉課 障害者支援グループ  048-786-3211 上日出谷９３６－１（仮設庁舎）

秩父市

春日部市

本庄市

自立支援医療制度（精神通院医療）申請窓口一覧表

自立支援医療制度（精神通院医療）申請窓口一覧表

加須市

川越市

熊谷市

鴻巣市

※【さいたま市】は、お住まいの区の区役所支援課　障害福祉係が申請先となります。
　制度に関するご質問は、さいたま市保健福祉局福祉部　障害支援課自立支援給付係
　（０４８－８２９－１３０５）までお問い合わせください。

※平成２８年３月作成
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市役所 障がい者福祉課 自立支援係  0480-22-1111 下早見８５－３

菖蒲総合支所 福祉課 社会福祉係  0480-85-1111 菖蒲町新堀３８

栗橋総合支所 福祉課 社会福祉係  0480-53-1111 間鎌２５１－１

鷲宮総合支所 福祉課 社会福祉係  0480-58-1111 鷲宮６－１－１

北本市 市役所 障がい福祉課  048-594-5535（直） 本町１－１１１

八潮市 市役所 障がい福祉課 障がい者支援係  048-996-2964（直） 中央１－２－１

富士見市 市役所 障がい福祉課 障がい者支援係  049-252-7101（直） 鶴馬１８００－１

三郷市 市役所 障がい福祉課　障がい福祉係  048-930-7778（直） 花和田６４８－１

蓮田市 市役所 福祉課 社会福祉担当  048-768-3111 黒浜２７９９－１

坂戸市 市役所 障害者福祉課 障害者援護担当  049-283-1331 千代田１－１－１

幸手市 市保健福祉総合センター 社会福祉課 障害福祉担当  0480-42-8435（直） 天神島１０３０－１

鶴ケ島市 市役所 障害者福祉課 障害者支援担当  049-271-1111 三ツ木１６－１

日高市 市役所 社会福祉課 障がい福祉担当  042-989-2111 南平沢１０２０

吉川市 市役所 障がい福祉課 障がい支援係  048-982-9530（直） 吉川２－１－１

市役所 障がい福祉課 障がい福祉係  049-262-9032（直） 福岡１－１－１

大井総合支所 地域福祉課  049-220-2063 大井中央１－１－１

白岡市 市役所 福祉課 障がい者福祉担当  0480-92-1111 千駄野４３２

伊奈町 町役場 福祉課 障害者福祉係  048-721-2111 小室９４９３

三芳町 町役場 福祉課 障がい者支援担当  049-258-0019 藤久保１１００－１

毛呂山町 町役場 福祉課 障害福祉係  049-295-2112 中央２－１

越生町 町役場 健康福祉課 福祉担当  049-292-3121 越生９００－２

滑川町 町保健センター 健康づくり課 健康づくり担当  0493-56-5330（直） 羽尾４９７２－８

嵐山町 町役場 健康いきいき課 社会福祉担当  0493-62-0716（直） 杉山１０３０－１

小川町 町役場 健康福祉課 障害福祉担当  0493-72-1221 大塚５５

川島町 町役場 健康福祉課 福祉グループ  049-299-1756（直） 下八ツ林８７０－１

吉見町 町役場 福祉町民課 福祉係  0493-63-5012（直） 下細谷４１１

鳩山町 町役場 健康福祉課　障害者福祉担当  049-296-1241（直） 大豆戸１８４－１６

ときがわ町 町役場 福祉課 社会福祉担当  0493-65-0813（直） 玉川２４９０

横瀬町 町役場 健康づくり課  0494-25-0116（直） 横瀬４５４５

皆野町 町役場 健康福祉課 福祉介護担当  0494-62-1233（直） 皆野１４２０－１

長瀞町 町役場 健康福祉課 福祉担当  0494-69-1103（直） 本野上１０３５－１

小鹿野町 町保健福祉センター 福祉課　障害福祉担当  0494-75-4109（直） 小鹿野３００

東秩父村 村役場 住民福祉課 福祉年金担当  0493-82-1221（直） 御堂６３４

美里町 町役場 住民福祉健康課 住民福祉係  0495-76-5132（直） 木部３２３－１

町役場 町民福祉課 福祉担当  0495-77-2112（直） 植竹９０９

神泉総合支所 地域総務課  0274-52-3271 下阿久原８１６－１

上里町 町役場 町民福祉課 社会福祉係  0495-35-1224（直） 七本木５５１８

町役場 健康福祉課 社会福祉班  048-581-7718（直） 寄居１１８０－１

 048-581-8500 保田原３０１

宮代町 町役場 福祉課 障がい者福祉担当  0480-34-1111 笠原１－４－１

杉戸町 町役場 福祉課 障がい福祉担当  0480-33-1111 清地２－９－２９

松伏町 町役場 福祉健康課 障がい福祉担当  048-991-1877（直） 松伏２４２４

久喜市

ふじみ野市

神川町

寄居町
町保健福祉総合センター


