パパ・ママ応援ショップ新優待カードの配布方法・窓口一覧
市町村
番号

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

市町村名

さいたま市

川越市

熊谷市

川口市

行田市

秩父市

所沢市

飯能市

加須市

本庄市

担当課

新優待カードの配布方法（平成28年3月）

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

048-829-1271(直)

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、3月11日(金)から次の
窓口で配布
・区役所 支援課
・子育て支援センター
・児童センター
・市民の窓口
・支所

・区役所 支援課
・子育て支援センター
・児童センター
・市民の窓口
・支所
※さいたま市のホームページから各配布場所の位置
などをご覧いただけます。
http://www.city.saitama.jp/003/001/011/p045745.h
tml

049-224-5724（直）

◆市内の幼稚園、保育所 、小・中学校等を通じて配
布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 こども育成課、市民課
・市民センター
・連絡所
・本川越駅証明センター、ウェスタ川越証明セン
ター
・総合保健センター

・市役所 こども育成課、市民課
・市民センター
・連絡所
・本川越駅証明センター、ウェスタ川越証明センター
・総合保健センター

048-524-1111(内523)

◆市内全ての幼稚園、保育所（園）、小・中学校を通
じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 こども課
・大里行政センター 福祉係
・妻沼行政センター 福祉係
・江南行政センター 福祉係
・市内全ての出張所
・駅連絡所（熊谷駅、籠原駅）

・市役所 こども課
・大里行政センター 福祉係
・妻沼行政センター 福祉係
・江南行政センター 福祉係
・市内全ての出張所
・駅連絡所（熊谷駅、籠原駅）

子ども育成課

048-271-9672

◆市内の全ての幼稚園、保育所、家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆保健センターを通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 子ども育成課
・川口駅前行政センター
・市内の全ての支所（芝、新郷、神根、安行、戸塚、
鳩ヶ谷）
・保健センター
・市内の駅前連絡室（西川口駅、蕨駅、鳩ヶ谷駅）

・市役所 子ども育成課
・川口駅前行政センター
・市内の全ての支所
（芝、新郷、神根、安行、戸塚、鳩ヶ谷）
・保健センター
・市内の駅前連絡室（西川口駅、蕨駅、鳩ヶ谷駅

子育て支援課

◆市内の全ての幼稚園、保育所、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
048-556-1111（内線262）
・市役所 子育て支援課
・保健センター
・子育て支援センター

子育て支援政策課

こども育成課

こども課

こども課

こども支援課

子育て支援課
（子育て総合センター）

子育て支援課

子育て支援課

担当課電話番号

・市役所 子育て支援課
・保健センター
・子育て支援センター

0494-25-5206（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育所、事業者内保育事
業、小・中学校、特別支援学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、３月中旬（予定）から
次の窓口で配布。
・市役所こども課
・総合支所（吉田・大滝・荒川）市民福祉課
・保健センター（秩父・吉田・大滝・荒川）

04-2998-9124（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育園・地域型保育施設、
小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯には、次の窓口で配布
・市役所 こども支援課
・市内まちづくりセンター
・市民課サービスコーナー
（所沢駅、狭山ヶ丘、小手指）
・市役所保健医療課、保健センター健康づくり支
援課で◆母子健康手帳交付時に配布

042-978-8415（直）

◆市内の全ての幼稚園、公立保育所、私立保育園、
公立小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯には、次の窓口で配布
・市役所 子育て支援課
・子育て総合センター
・地区行政センター
・保健センター
・駅前サービスコーナー
※妊娠中の方は、市役所市民課、地区行政セン
ター、保健センターで母子手帳交付時に配布

0480-62-1111（内162）

◆市内の全ての公立幼稚園、保育所、小・中学校を
通じて配布
・市役所 子育て支援課
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・保健センター
・市役所 子育て支援課
・各総合支所 福祉課（騎西、北川辺、大利根）
・各総合支所福祉課

0495-25-1130

◆市内全ての幼稚園、保育所（園）、小・中学校を通
じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、3月上旬(予定)から次 ・本庄市役所 子育て支援課
の窓口で配布
・児玉総合支所 市民福祉課
・市役所 子育て支援課
・児玉総合支所 市民福祉課

・市役所こども課
・総合支所（吉田・大滝・荒川）市民福祉課
・保健センター（秩父・吉田・大滝・荒川）

・市役所こども支援課、保健医療課
・市内各まちづくりセンター
・市民課サービスコーナー（所沢駅、狭山ヶ丘、小手
指）
・健康づくり支援課

・市役所 子育て支援課
・子育て総合センター
・地区行政センター
・保健センター
・駅前サービスコーナー
※妊娠中の方は、市役所市民課、地区行政セン
ター、保健センターで母子手帳交付時に配布

市町村
番号

11

12

市町村名

東松山市

春日部市

担当課

子育て支援課

子育て支援課

担当課電話番号

新優待カードの配布方法（平成28年3月）

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

0493-63-5005（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布

・市役所 子育て支援課
・子育て支援センター（ソーレ、マーレ）
・市内のすべての市民活動センター（松山、大岡、唐
子、野本、高坂丘陵、平野）
※妊娠中の方は、健康推進課（保健センター）

048-736-1111（内2573）

◆公立・私立保育園、私立幼稚園、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 子育て支援課
・庄和総合支所 福祉課
・武里出張所
・市内の全ての公民館

・市役所 子育て支援課
・庄和総合支所 福祉課
・武里出張所
・市内の全ての公民館

13

狭山市

こども課

04-2953-1111（内1539）

◆公立保育所、私立保育園、公立幼稚園、私立幼稚
園、公立小学校、公立中学校（１・２年生）を通じて配
布
◆上記以外は、次の窓口で配布
・市役所 こども課、市民課
・市役所 こども課、市民課
・総合子育て支援センター
・総合子育て支援センター
・各地区センター（入間川、入曽、狭山台、堀兼、新
狭山、奥富、柏原、水富）
・市民サービスコーナー（水野、広瀬）

14

羽生市

子育て支援課

048-561-1121（内191）

◆市内のすべての幼稚園、保育所（園）、小・中学校
を通じて配布。
・市役所 子育て支援課
◆上記以外の対象世帯は、市役所子育て支援課で
配布。

048-541-1321(内2634)

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外は、次の窓口で配布
・市役所 こども未来課
・各支所 福祉グループ（吹上、川里）
・市内の全ての公民館
・市民サービスコーナー（エルミこうのすアネックス
ビル３階）
・市民センター
・市内の全ての子育て支援拠点
・妊娠中の方は母子手帳交付時

048-574-6646（直）

◆市内の全ての保育園、家庭保育室、幼稚園、小中
学校を通じて配布
・深谷市役所 こども青少年課
◆妊娠届出の際に保健センターで配布
・岡部総合支所、川本総合支所、花園総合支所
◆上記以外の対象世帯へは次の窓口で配布
・深谷市保健センター
・市役所こども青少年課
・各総合支所

子ども支援課

048-775-5120（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・保育園、小規模保
育施設、小・中学校を通じて配布
◆上記以外は、次の窓口で配布
・市役所子ども支援課、市民課
・東保健センター
・西保健センター
・市内の全ての支所（平方、原市、大石、上平、大
谷）
・市内の全ての出張所（上尾駅、尾山台）

・市役所子ども支援課、市民課
・東保健センター
・西保健センター
・市内の全ての支所（平方、原市、大石、上平、大谷）
・市内の全ての出張所（上尾駅、尾山台）

子育て支援課

◆市内の全ての幼稚園、保育園、家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、3月中旬以降、次の窓
口で配布
048-922-1448
・市役所 子育て支援課、市民課
※４月以降、担当係が変
・市内全てのサービスセンター（新田、松原、谷塚）
更のため、電話番号が変 ・市内全ての市民課連絡所（川柳文化センター、柿
わる可能性あり。
木公民館、新里文化センター、新田西文化センター）
・市内全ての児童館・児童センター（新栄、住吉、氷
川、谷塚）
・保健センター
・子育て支援センター

・市役所 子育て支援課、市民課
・市内全てのサービスセンター（新田、松原、谷塚）
・市内全ての市民課連絡所（川柳文化センター、柿木
公民館、新里文化センター、新田西文化センター）
・市内全ての児童館・児童センター（新栄、住吉、氷
川、谷塚）
・保健センター
・子育て支援センター

15

16

17

18

19

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

越谷市

こども未来課

こども青少年課

子育て支援課

048-963-9165（直）

◆市内の保育所（園）、地域型保育事業所、認定こど
も園、幼稚園、小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 子育て支援課
・出張所（南部、北部）
・パスポートセンター
・市民活動支援センター
・児童館コスモス、児童館ヒマワリ
・中央図書室
・保健センター
※各施設の利用時間はこちら
http://koshigayakosodate.net/docs/2013020400024/

・市役所 こども未来課
・各支所 福祉グループ（吹上、川里）
・市内の全ての公民館
・市民サービスコーナー（エルミこうのすアネックスビ
ル３階）
・市民センター
・市内の全ての子育て支援拠点
・こんにちは赤ちゃん訪問時
・ブックスタート実施時
・妊娠中の方は母子手帳交付時

・市役所 子育て支援課
・出張所（南部、北部）
・パスポートセンター
・市民活動支援センター
・児童館コスモス、児童館ヒマワリ
・市民活動支援センター
・中央図書室
・保健センター
※各施設の利用時間はこちら
http://koshigayakosodate.net/docs/2013020400024/

市町村
番号

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

市町村名

蕨市

戸田市

入間市

朝霞市

志木市

和光市

新座市

桶川市

久喜市

北本市

担当課

児童福祉課

こども家庭課

こども支援課

こども未来課

子ども家庭課

こども福祉課

子育て支援課

保育課

子育て支援課

こども課

担当課電話番号

048-433-7758（直）

新優待カードの配布方法（平成28年3月）
◆市内の幼稚園、保育園・家庭保育室、小・中学校
等を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 児童福祉課
・保健センター

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

・市役所児童福祉課
・保健センター

048-441-1800（内454）

◆市内の全ての幼稚園、保育所、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 こども家庭課
・美笹支所
・戸田公園駅前出張所

・市役所 こども家庭課
・美笹支所
・戸田公園駅前出張所
・親子ふれあい広場（戸一小、戸二小、新曽小、東
小、新北小、美女木小の各学童保育室、西部福祉セ
ンター）

04-2964-1111（内2354）

◆市内の全ての幼稚園、保育所（園）、小規模保育
施設、小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 こども支援課
・市内全ての支所（東金子、金子、宮寺、藤沢、西
武）
・健康福祉センター
・子育て支援センター

・市役所こども支援課
・市内全ての支所（東金子、金子、宮寺、藤沢、西武
・健康福祉センター
・子育て支援センター

048-463-2930（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
･市役所こども未来課
・内間木支所
・朝霞台出張所、朝霞駅前出張所

･市役所こども未来課
・内間木支所
・朝霞台出張所、朝霞駅前出張所

048-473-1111（内2446）

・市役所子育て支援課
・いろは子育て支援センター、西原子育て支援セン
◆市内の全ての幼稚園、保育所・中学校(３年生を除 ター、
く）へ配布
宗岡子育て支援センター
・総合窓口課
・志木駅前出張所、柳瀬川駅前出張所

048-424-9124（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育園、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 こども福祉課
・保健センター
・各子育て世代包括支援センター
・各出張所

048-424-9608（直)
048-477-1111
(内1485,1489)

◆市内の全ての幼稚園（市内在住家庭に限る）、保
育園（市内在住家庭に限る）、認定こども園（市内在
住家庭に限る）、小規模保育施設（市内在住家庭に
・市役所 子育て支援課
限る）、市立小・中学校を通じて配布
・全ての公民館（畑中、大和田、中央、野火止（ふる
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
さと新座館）、栄）
・市役所 子育て支援課
・全ての出張所（栗原、東北、栄、西堀・新堀）
・全ての公民館 （畑中、大和田、中央、野火止（ふ
・コミュニティセンター（東北コミュニティセンター、西
るさと新座館）、栄）
堀・新堀コミュニティセンター）
・全ての出張所（栗原、東北、栄、西堀・新堀）
・生涯学習センター
・コミュニティセンター（東北コミュニティセンター、西
・児童センター
堀・新堀コミュニティセンター）
・福祉の里児童センター
・生涯学習センター
・保健センター
・児童センター
・市内地域子育て支援センター
・福祉の里児童センター
・保健センター
・市内地域子育て支援センター

048-786-1855

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆妊娠中の方へは、母子手帳と同時配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 こども支援課
・保健センター
・子育て支援センター（駅前、日出谷）
・地域子育て支援拠点（児童館、イーストキッズらん
ど（認定こども園ひがし保育園内）、Coccoひろば坂
田（コープ桶川店内）、川田谷子育てサロンMama.F）

・市役所 こども支援課
・保健センター
・子育て支援センター（駅前、日出谷）
・地域子育て支援拠点（児童館、イーストキッズらん
ど（認定こども園ひがし保育園内）、Coccoひろば坂
田（コープ桶川店内）、川田谷子育てサロンMama.F）

0480-22-1111（内3283）

◆市内の全ての保育所、幼稚園、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 子育て支援課
・総合支所 福祉課（菖蒲、栗橋、鷲宮）
・保健センター（中央、菖蒲、栗橋、鷲宮）
・児童センター、鷲宮児童館
・公立地域子育て支援センター（久喜、栗橋、鷲宮）

・市役所 子育て支援課
・総合支所 福祉課（菖蒲、栗橋、鷲宮）
・保健センター（中央、菖蒲、栗橋、鷲宮）
・児童センター、鷲宮児童館
・公立地域子育て支援センター（久喜、栗橋、鷲宮）

048-591-1111（内2347）
048-594-5537（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所 こども課
・北本市子育て支援センター

・市役所こども課

・市役所 こども福祉課
・保健センター
・全ての子育て世代包括支援センター
・全ての出張所

市町村
番号

市町村名

担当課

担当課電話番号

新優待カードの配布方法（平成28年3月）

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

◆平成28年2月15日時点で、15歳未満のお子さま
がいる世帯へは世帯主宛てに郵送。
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

八潮市

富士見市

三郷市

蓮田市

坂戸市

幸手市

鶴ヶ島市

日高市

吉川市

ふじみ野市

子育て支援課

048-996-2111(内839)

子育て支援課

◆市内の全ての幼稚園、保育所等、小・中学校を通
じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 子育て支援課、市民課（3月31日まで）
049-251-2711（内線204）
・全ての出張所
・子育て支援センター
・健康増進センター
・児童館

子ども支援課

子ども支援課

子育て支援課

子育て支援課

こども支援課

子ども福祉課
（H28．4～子育て応援課）

子育て支援課

子育て支援課

◆上記以外の対象世帯へは、窓口で配布
・八潮市役所 子育て支援課
・八潮市役所駅前出張所

白岡市

子育て支援課

・市役所 子育て支援課
・全ての出張所
・子育て支援センター
・健康増進センター
・児童館

048-930-7780（直)

◆市内の全ての幼稚園、保育所、小規模保育園、認
定こども園、小中学校を通じて配布
・市役所（市民課、健康推進課、子ども支援課）
◆上記以外の対象世帯は次の窓口で配布
・みさと団地出張所
・市役所（市民課、健康推進課、子ども支援課）
・子育て支援センター（つどいの広場）
・みさと団地出張所
・子育て支援センター（つどいの広場）

048-765-1715（直）
048-768-3111（内154）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 子ども支援課
・連絡所（蓮田駅西口、平野）
・子育て支援センター（閏戸、黒浜）
・つどいの広場
・児童センター
・ファミリーサポートセンター
・子育てひろば“ぽこ”

049-283-1331(内429）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・市役所
・各出張所
・各児童センター
・市民健康センター

0480（42）8454（直）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
・子育て支援課（保健福祉総合センター内）
◆上記以外の対象世帯へは、子育て支援課窓口（幸
手市保健福祉総合センター内）で配布

049-271-1111（内156）

◆市内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 こども支援課
・児童館
・保健センター
・若葉駅前出張所

・市役所こども支援課
・市内の全ての児童館（脚折、西、上広谷、大橋）
・保健センター
・若葉駅前出張所

042-989-2111（内1162）

◆市内の全ての幼稚園、保育所、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口にて配布
・市役所 子ども福祉課
・保健相談センター
・各出張所

・市役所 子育て応援課
・保健相談センター
・全ての出張所（高麗、高萩、高根、武蔵台）

048-982-9529（直）

◆市内の幼稚園、保育所、小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、窓口で配布

・市役所（子育て支援課）
・保健センター（健康増進課）
・市民サービスセンター（吉川駅前、東部、北部）
・子育て支援センター（市民交流センターおあしす内）
・栄町子育て支援センター
・美南子育て支援センター

049-262-9033（直）

◆市内の幼稚園、保育所、家庭保育室、小・中学校
を通じて配布。

・市役所子育て支援課
・保健センター
・総合支所地域福祉課
・出張所

◆市内の全ての保育所、幼稚園、・小・中学校を通じ
て配布
40

・八潮市役所 子育て支援課
・八潮市役所駅前出張所

0480-92-1111（内155）

◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・市役所 子育て支援課、健康増進課
・子育て支援センター虹（しらおか虹保育園内）
・子育て支援センターはぴちる（東児童館内）
・子育てサロンらぶちる（西児童館内）
・子育てサロンぷりちる（高岩保育所内）

・市役所 子ども支援課
・連絡所（蓮田駅西口、平野）
・子育て支援センター（閏戸、黒浜）
・つどいの広場
・児童センター
・ファミリーサポートセンター
・子育てひろば“ぽこ”

・市役所子育て支援課、市民課
・北坂戸出張所、東坂戸出張所、三芳野出張所、勝
呂出張所、入西出張所、大家出張所、城山出張所
・坂戸児童センター、千代田児童センター、三芳野児
童センター、大家児童センター
・市民健康センター

・市役所子育て支援課
・保健センター（母子手帳交付時）
・子育て支援センター虹（しらおか虹保育園内）
・子育て支援センターはぴちる（東児童館内）
・子育てサロンらぶちる（西児童館内）
・子育てサロンぷりちる（高岩保育所内）

市町村
番号

41

42

43

44

45

46

市町村名

伊奈町

三芳町

毛呂山町

越生町

滑川町

嵐山町

担当課

担当課電話番号

新優待カードの配布方法（平成28年3月）

◆町内の全ての幼稚園、保育所・小規模保育施設、
小・中学校を通じて配布。
・町役場子育て支援課
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・子育て支援センター
・町役場 子育て支援課
・保健センター
・子育て支援センター
・保健センター

子育て支援課

048-721-2111（内2160）

こども支援課

◆町内の全ての幼稚園、保育所・家庭保育室、小・
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
049-258-0019（内線255）
・町役場 こども支援課
・保健センター
・出張所（藤久保、竹間沢）

子ども課

子育て支援課

健康福祉課

こども課

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

・町役場 こども支援課
・保健センター
・出張所（藤久保、竹間沢）

049-295-2112（内139）

◆町内の認定こども園、幼稚園、保育園、小学校、中
学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・町役場 子ども課
・子育て支援センター
・子育て支援室
・児童館・保健センター
・妊婦の方は、保健センターで母子手帳交付時に
配布

049-292-3121（内162）

◆町内の全ての幼稚園、保育所・小・中学校を通じて
配布
・町役場 子育て支援課
◆上記以外の対象世帯へは、町役場子育て支援課 ・保健センター（母子手帳交付時）
で配布

0493-56-2056（直）

◆町内の町立幼稚園、保育所、小・中学校を通じて
配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口にて配布
・町役場（健康福祉課）
・保健センター（健康づくり課）

・町役場（健康福祉課）
・保健センター（健康づくり課）

0493-62-0823（直）

◆町内の町立幼稚園、保育所、小・中学校を通じて
配布
◆未就学児へはこどもカレンダー郵送時に同封
◆上記以外の対象世帯は、町役場こども課で配布

・町役場 こども課

・町役場 子育て支援課
・児童館
・子育て支援センター
・健康増進センター

・町役場子ども課
・子育て支援センター
・子育て支援室
・児童館
・保健センター

47

小川町

子育て支援課

0493-72-1221
（内191・192）

◆町内の幼稚園、保育園、小・中学校を通じて配布
◆私立の小・中学校へ通学している世帯は、郵送
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・町役場 子育て支援課
・児童館
・子育て支援センター
・健康増進センター

48

川島町

子育て支援課

049-299-1765（直）

◆中学生以下の児童のいる世帯へ個別郵送

・町役場 子育て支援課
・保健センター

・町役場 子育て支援課
・子育て支援センター
・保健センター

49

吉見町

子育て支援課

0493-63-5014（直）

◆町内の全ての保育所、幼稚園、小・中学校を通じ
て配布
◆上記以外の対象世帯へは、次の窓口で配布
・町役場 子育て支援課
・子育て支援センター
・保健センター

50

鳩山町

健康福祉課

049-296-1241（直）

◆町立幼稚園、小・中学校、保育園を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、郵送

・町役場 健康福祉課
・東出張所
・保健センター

0493-65-0813(直)

◆町内全ての小中学校、保育所を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・本庁舎（福祉課）
・第二庁舎（行政サービスコーナー）
・保健センター

・町役場 福祉課（本庁舎）
・保健センター

51

ときがわ町

福祉課

市町村
番号

市町村名

担当課

担当課電話番号

新優待カードの配布方法（平成28年3月）

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

52

横瀬町

健康づくり課

0494-25-0116（直）

◆町内の保育所小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、窓口にて配布

・町役場 子育て支援課

53

皆野町

健康福祉課

0494-62-1233（内111）

◆町内の幼稚園、保育園、小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は、次の窓口で配布
・町役場健康福祉課

・町役場 健康福祉課（4番窓口）

54

長瀞町

健康福祉課

0494-66-3111（内124）

◆町内の幼稚園、保育園、小･中学校を通じて配布
◆上記以外は窓口にて配布

・町役場 健康福祉課
・世代間交流支援センター（ひのくち館）

55

小鹿野町

住民課

0494-75-4101（直）

◆町内のすべての幼稚園、保育所、小・中学校を通
じて配布。
小鹿野町役場住民課窓口
◆それ以外は役場窓口にて配布

56

東秩父村

住民福祉課

0493-82-1221（直）

◆対象世帯へ郵送

・村役場 住民福祉課
・保健センター

57

美里町

住民福祉課
0495-76-5132（直）
(H28.4～住民福祉健康課)

◆町内の全ての小・中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯へは、郵送

・町役場 住民福祉健康課
・保健センター

58

神川町

町民福祉課

0495-77-2112（直）

◆町内の幼稚園、保育所、小・中学校を通じて配布
◆未就学児のみの世帯へは、郵送

・町役場 町民福祉課
・神泉総合支所
・保健センター

・役場子育て共生課
・保健センター（母子手帳交付時）

59

上里町

子育て共生課

0495-35-1236（直）

◆町内の全ての幼稚園、保育所、小・中学校を通じ
て配布
◆母子手帳交付時に保健センターで配布
◆上記以外の対象世帯は、役場子育て共生課で配
布

60

寄居町

子育て支援課

048-581-7738（直）

◆町内の全ての幼稚園・保育所・認可外保育園・小
中学校を通じて配布
◆上記以外の対象世帯は窓口にて配布

・町役場子育て支援課、健康福祉課
・保健福祉総合ｾﾝﾀｰ
・寄居町子育て支援センター

61

宮代町

福祉課

0480-34-1111（内323）

◆対象世帯へ郵送

・町役場 福祉課

0480-33-6486（直）

◆町内の全ての幼稚園、保育所、公立小・中学校を
通じて配布
・町役場子育て支援課
◆上記以外の対象世帯は、子育て支援課窓口で配
・保健センター(母子手帳交付時）
布
◆保健センター（母子手帳交付時）

62

杉戸町

子育て支援課

市町村
番号

63

市町村名

松伏町

担当課

福祉健康課

担当課電話番号

048-991-1876（直）

新優待カードの配布方法（平成28年3月）

優待カードの配布窓口（平成28年4月以降）

◆町内のすべての保育所、小・中学校を通じて配布 ・町役場 福祉健康課
◆上記以外の対象世帯は、郵送
・保健センター（母子手帳交付時）

