平成３１年度 未熟児養育医療担当課所
市町村名称

所在地

担当部署名

電話番号

FAX番号

さいたま市

さいたま市中央区鈴谷７－５－１２

保健福祉局保健所
疾病予防対策課

048-840-2219 048-840-2230

川越市

川越市大字小ヶ谷８１７－１

保健医療部健康管理課
管理給付担当

049-229-4124 049-225-2817

越谷市

越谷市東大沢１－１２－１

市民健康課 総務担当

048-978-3511 048-979-0137

川口市

川口市南町１－９－２０

地域保健センター母子保健係 048-256-2022 048-256-2023

熊谷市

熊谷市大原１－５－３６

熊谷市母子健康センター

048-525-2722 048-526-1950

行田市

行田市長野２－３－１７

健康福祉部保健センター
母子担当

048-553-0053 048-555-2551

秩父市

秩父市熊木町８－１５

福祉部こども課
児童給付担当

0494-25-5206 0494-22-7168

所沢市

所沢市上安松１２２４－１

保健センター健康づくり支援課 04-2991-1813 04-2995-1178

飯能市

飯能市大字双柳３７１－１３

健康福祉部
健康づくり支援課

042-974-3488 042-974-6558

加須市

加須市諏訪１－３－６

すくすく子育て相談室

0480-62-1510 0480-62-1158

本庄市

本庄市本庄３－５－３

保健部子育て支援課
給付係

0495-25-1130 0495-25-1145

東松山市

東松山市材木町２－３６

健康福祉部健康推進課

0493-24-3921 0493-22-7435

春日部市

春日部市中央６－２

こども未来部こども政策課
給付担当

048-736-1111 048-733-0220

狭山市

狭山市狭山台３－２４

長寿健康部保健センター

04-2959-5811 04-2959-3074

羽生市

羽生市東６－１５

子育て支援課 子育て支援係

048-561-1121 048-563-4581

鴻巣市

埼玉県鴻巣市吹上４９８

子育て支援課母子保健担当
（吹上保健センター）

048-548-6252 048-549-2696

深谷市

深谷市本住町１７－１

深谷市保健センター

048－575-1101 048－574-6668

上尾市

上尾市本町３－１－１

子ども支援課

048-775-5120 048-774-5342

草加市

草加市中央１－５－２２

健康福祉部健康づくり課

048-922-0200 048-922-1516

蕨市

蕨市北町２－１２－１５

蕨市保健センター

048-431-5590 048-431-5598

戸田市

戸田市大字上戸田５－６

戸田市福祉保健センター
保健政策担当

048-446-6479 048-446-6284

入間市

入間市豊岡１－１６－１

こども支援課児童手当担当

04-2964-1111 04-2965-0232

朝霞市

朝霞市本町１－７－３

健康づくり課

048-465-8611 048-466-7522

志木市

志木市中宗岡１－１－１

健康福祉部子ども家庭課支給
048-473-1111 048-472-3215
グループ

和光市

和光市広沢１－５

子どもあんしん部 ネウボラ課
048-424-9087 048-464-1926
母子保健担当

新座市

新座市道場２－１４－４

新座市保健センター

048-481-2211 048-481-2215

市町村名称

所在地

担当部署名

電話番号

FAX番号

桶川市

桶川市鴨川１－４－１

健康福祉部 健康増進課
総務係

048-786-1855 048-786-0096

久喜市

久喜市下早見８５－３

子ども未来課 医療手当係

0480-22-1111
0480-22-3319
(内線 3289）

北本市

北本市本１－１１１

健康推進部健康づくり課

048-594-5544 048-592-5997

八潮市

八潮市八潮８－１０－１

健康福祉部健康増進課

048-995-3381 048-995-3383

富士見市

富士見市大字鶴馬３３５１－２

健康増進センター

049-252-3771 049-255-3321

三郷市

三郷市花和田６４８－１

子ども未来部 子ども支援課
給付係

048-930-7781 048-953-7093

蓮田市

蓮田市大字黒浜２７９９－１

子ども支援課 子どもの健康
担当

048-768-3111 048-765-1703

坂戸市

坂戸市大字石井２３２７－３

坂戸市立市民健康センター
母子保健担当

049-284-1621 049-284-3939

幸手市

幸手市天神島１０３０－１

健康福祉部 こども支援課
子育て支援担当

0480-42-8454 0480-43-5600

鶴ヶ島市

鶴ヶ島市脚折１９２２－１０

保健センター母子保健担当

049‐271-2745 049-271-2747

日高市

日高市大字鹿山３７０－２０

保健相談センター

042-985-5122 042-984-1081

吉川市

吉川市吉川２－１－１３

健康増進課

048-982-9803 048-981-3881

ふじみ野市

ふじみ野市福岡１－２－５

保健センター
地域健康支援係

049-293-9045 049-264-8284

白岡市

白岡市千駄野４４５

健康福祉部健康増進課
母子保健担当

0480-92-1201 0480-93-2325

伊奈町

北足立郡伊奈町大字小室５１６１ 伊奈町総
健康増進課
合センター１階

三芳町

入間郡三芳町大字藤久保１１００－１

健康増進課
健康支援担当

049-258-0019 049-274-1051

毛呂山町

入間郡毛呂山町中央２－１

子ども課 児童係

049-295-2112 049-295-2661

越生町

入間郡越生町大字越生９１７

健康福祉課保健予防担当

049-292-5505 049-292-5623

滑川町

比企郡滑川町大字羽尾４９７２－８

健康づくり課保健予防担当

0493-56-5330 0493-56-5331

嵐山町

比企郡嵐山町大字杉山１０３０－１

子育て支援課 母子保健担当
（子育て世代包括支援センター）

0493-59-6911 0493-62-0715

小川町

比企郡小川町大字角山１３３ ココット（小川
子育て支援課
町子育て総合センター）

川島町

比企郡川島町大字下八ツ林８７０－１

子育て支援課
子育て支援グループ

049-299‐1765 049-297-6087

吉見町

比企郡吉見町大字下細谷４１１

子育て支援課

0493-63-5014 0493-54-4970

鳩山町

比企郡鳩山町大字大豆戸１８４－１６

町民健康課 町民サービス・
子育て支援担当

049‐296‐5891
049‐296‐1945
（直通）

ときがわ町

比企郡ときがわ町大字玉川２４９０

福祉課
児童福祉担当

0493-65-0813 0493-65-3796

横瀬町

秩父郡横瀬町大字横瀬４５４５

子育て支援課
母子保健グループ

0494-25-0110 0494-21-5155

皆野町

秩父郡皆野町大字皆野１４２０－１

健康福祉課 健康づくり担当

0494-62-1233 0494-62-2791

048-720-5000 048-720-5001

0493-81-6181 0493-81-6186

市町村名称

所在地

担当部署名

電話番号

FAX番号

長瀞町

秩父郡長瀞町大字本野上１０３５－１

健康福祉課

0494-66-3115 0494-66-3564

小鹿野町

秩父郡小鹿野町小鹿野８９

住民生活課子育て包括支援
室

0494-75-4101 0494-75-2819

東秩父村

秩父郡東秩父村坂本１２８４－１

保健センター

0493-82-1557 0493-82-1587

美里町

児玉郡美里町大字木部５３８－５

住民福祉健康課保健センター
0495-76-2855 0495-76-2277
係

神川町

児玉郡神川町植竹９００－１

保険健康課
保健センター

0495-77-4041 0495-77-0550

上里町

児玉郡上里町大字七本木５５１８

健康保険課 医療年金係

0495-35-1222 0495-33-2429

寄居町

埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180-1

子育て支援課

048-581-2121 048-581-7531

宮代町

南埼玉郡宮代町笠原１－４－１

子育て支援課 子育て推進担
当

0480-34-1111 0480-34-1163

杉戸町

北葛飾郡杉戸町大字堤根４７４５－１

健康支援課 母子保健担当

0480-34-1188 0480-34-1176

松伏町

北葛飾郡松伏町大字松伏２４２４

すこやか子育て課

048-991-1876 048-991-3600

