
○　福祉事務所（市）
№ 名称 名称（ｶﾅ） 所在地（市町村） 所在地 郵便番号 電話 ＦＡＸ 最寄駅 管轄

1 さいたま市西福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼﾆｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 西区西大宮3-4-2 331-8587 048-620-2653 048-620-2762 川越線西大宮駅 区内一円

2 さいたま市北福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼｷﾀﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 北区宮原町1-852-1 331-8586 048-669-6053 048-669-6167 埼玉新都市交通加茂宮駅 区内一円

3 さいたま市大宮福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼｵｵﾐﾔﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 大宮区吉敷町1-124-1 330-8501 048-646-3053 048-646-3165 大宮駅 区内一円

4 さいたま市見沼福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼﾐﾇﾏﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 見沼区堀崎町12-36 337-8586 048-681-6053 048-681-6162 東武野田線大和田駅 区内一円

5 さいたま市中央福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼﾁｭｳｵｳﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 中央区下落合5-7-10 338-8686 048-840-6053 048-840-6165 埼京線与野本町駅 区内一円

6 さいたま市桜福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼｻｸﾗﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 桜区道場4-3-1 338-8586 048-856-6163 048-856-6272 埼京線南与野駅 区内一円

7 さいたま市浦和福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼｳﾗﾜﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 浦和区常盤6-4-4 330-9586 048-829-6121 048-829-6238 浦和駅 区内一円

8 さいたま市南福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼﾐﾅﾐﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 南区別所7-20-1 336-8586 048-844-7163 048-844-7277 埼京線武蔵浦和駅 区内一円

9 さいたま市緑福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼﾐﾄﾞﾘﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 緑区中尾975-1 336-8587 048-712-1163 048-712-1270 武蔵野線東浦和駅 区内一円

10 さいたま市岩槻福祉事務所 ｻｲﾀﾏｼｲﾜﾂｷﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ さいたま市 岩槻区本町3-2-5 339-8585 048-790-0155 048-790-0265 東武野田線岩槻駅 区内一円

11 川越市社会福祉事務所 ｶﾜｺﾞｴｼｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 川越市 元町1-3-1 350-8601 049-224-8811 049-224-6148 川越線･東武東上線川越駅 市内一円

12 熊谷市福祉事務所 ｸﾏｶﾞﾔｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 熊谷市 宮町2-47-1 360-8601 048-524-1111 048-525-7718 熊谷駅 市内一円

13 川口市社会福祉事務所 ｶﾜｸﾞﾁｼｼｬｶｲﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 川口市 青木2-1-1 332-8601 048-258-1110 048-257-6600 京浜東北線川口駅 市内一円

14 行田市福祉事務所 ｷﾞｮｳﾀﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 行田市 本丸2-5 361-8601 048-556-1111 048-554-6701 秩父鉄道行田市駅 市内一円

15 秩父市福祉事務所 ﾁﾁﾌﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 秩父市 熊木町8-15 368-8686 0494-22-2211 0494-22-7168 西武鉄道西武秩父駅 市内一円

16 所沢市福祉事務所 ﾄｺﾛｻﾞﾜｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 所沢市 並木1-1-1 359-8501 04-2998-1111 04-2998-9207 西武新宿線航空公園駅 市内一円

17 飯能市福祉事務所 ﾊﾝﾉｳｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 飯能市 双柳1-1 357-8501 042-973-2111 042-973-2120 八高線東飯能駅､西武池袋線東飯能駅 市内一円

18 加須市福祉事務所 ｶｿﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 加須市 三俣2-1-1 347-8501 0480-62-1111 0480-61-4281 東武伊勢崎線加須駅 市内一円

19 本庄市福祉事務所 ﾎﾝｼﾞｮｳｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 本庄市 本庄3-5-3 367-8501 0495-25-1111 0495-23-1963 高崎線本庄駅 市内一円

20 東松山市福祉事務所 ﾋｶﾞｼﾏﾂﾔﾏｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 東松山市 松葉町1-1-58 355-8601 0493-23-2221 0493-24-6066 東武東上線東松山駅 市内一円

21 春日部市福祉事務所 ｶｽｶﾍﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 春日部市 中央6-2 344-8577 048-736-1111 048-733-0220 東武伊勢崎線春日部駅 市内一円

22 狭山市福祉事務所 ｻﾔﾏｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 狭山市 入間川1-23-5 350-1380 04-2953-1111 04-2902-6089 西武新宿線狭山市駅 市内一円

23 羽生市福祉事務所 ﾊﾆｭｳｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 羽生市 東6-15 348-8601 048-561-1121 048-560-3073 東武伊勢崎線・秩父鉄道羽生駅 市内一円

24 鴻巣市福祉事務所 ｺｳﾉｽｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 鴻巣市 中央1-1 365-8601 048-541-1321 048-541-1328 高崎線鴻巣駅 市内一円
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25 深谷市福祉事務所 ﾌｶﾔｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 深谷市 仲町11-1 366-8501 048-571-1211 048-574-6667 高崎線深谷駅 市内一円

26 上尾市福祉事務所 ｱｹﾞｵｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 上尾市 本町3-1-1 362-8501 048-775-5111 048-776-8872 高崎線上尾駅 市内一円

27 草加市福祉事務所 ｿｳｶｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 草加市 高砂1-1-1 340-8550 048-922-0151 048-922-1066 東武伊勢崎線草加駅 市内一円

28 越谷市福祉事務所 ｺｼｶﾞﾔｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 越谷市 越ヶ谷4-2-1 343-8501 048-964-2111 048-965-9174 東武伊勢崎線越谷駅 市内一円

29 蕨市福祉事務所 ﾜﾗﾋﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 蕨市 中央4-21-29（仮庁舎） 335-0004 048-432-3200 048-444-2949 京浜東北線蕨駅 市内一円

30 戸田市福祉事務所 ﾄﾀﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 戸田市 上戸田1-18-1 335-8588 048-441-1800 048-441-1977 埼京線戸田駅 市内一円

31 入間市福祉事務所 ｲﾙﾏｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 入間市 豊岡1-16-1 358-8511 04-2964-1111 04-2965-0232 西武池袋線入間市駅 市内一円

32 朝霞市福祉事務所 ｱｻｶｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 朝霞市 本町1-1-1 351-8501 048-463-1111 048-463-1025 東武東上線朝霞駅 市内一円

33 志木市福祉事務所 ｼｷｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 志木市 本町5-26-1（仮設庁舎） 353-0004 048-473-1111 048-471-7092 東武東上線志木駅 市内一円

34 和光市福祉事務所 ﾜｺｳｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 和光市 広沢1-5 351-0192 048-464-1111 048-466-1473 東武東上線和光市駅 市内一円

35 新座市福祉事務所 ﾆｲｻﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 新座市 野火止1-1-1 352-8623 048-477-1111 048-482-5221 武蔵野線新座駅 市内一円

36 桶川市福祉事務所 ｵｹｶﾞﾜｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 桶川市 泉1-3-28 363-8501 048-786-3211 048-787-5409 高崎線桶川駅 市内一円

37 久喜市福祉事務所 ｸｷｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 久喜市 下早見85-3 346-8501 0480-22-1111 0480-23-0699 宇都宮線･東武伊勢崎線久喜駅 市内一円

38 北本市福祉事務所 ｷﾀﾓﾄｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 北本市 本町1-111 364-8633 048-591-1111 048-593-2862 高崎線北本駅 市内一円

39 八潮市福祉事務所 ﾔｼｵｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 八潮市 中央1-2-1 340-8588 048-996-2111 048-996-2820 つくばエクスプレス八潮駅 市内一円

40 富士見市福祉事務所 ﾌｼﾞﾐｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 富士見市 鶴馬1800-1 354-8511 049-251-2711 049-255-1395 東武東上線鶴瀬駅 市内一円

41 ふじみ野市福祉事務所 ﾌｼﾞﾐﾉｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ ふじみ野市 福岡1-1-1 356-8501 049-261-2611 049-261-3840 東武東上線上福岡駅 市内一円

42 三郷市福祉事務所 ﾐｻﾄｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 三郷市 花和田638-1 341-8501 048-953-1111 048-953-8311 つくばエクスプレス三郷中央駅 市内一円

43 蓮田市福祉事務所 ﾊｽﾀﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 蓮田市 黒浜2799-1 349-0193 048-768-3111 048-769-0684 宇都宮線蓮田駅 市内一円

44 坂戸市福祉事務所 ｻｶﾄﾞｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 坂戸市 千代田1-1-1 350-0292 049-283-1331 049-283-1673 東武東上線坂戸駅 市内一円

45 幸手市福祉事務所 ｻｯﾃｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 幸手市 天神島1030-1 340-0152 0480-42-8435 0480-43-5600 東武日光線幸手駅 市内一円

46 鶴ヶ島市福祉事務所 ﾂﾙｶﾞｼﾏｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 鶴ヶ島市 三ツ木16-1 350-2292 049-271-1111 049-271-1190 東武東上線若葉駅 市内一円

47 日高市福祉事務所 ﾋﾀﾞｶｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 日高市 南平沢1020 350-1292 042-989-2111 042-985-4444 八高線･川越線高麗川駅 市内一円

48 吉川市福祉事務所 ﾖｼｶﾜｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 吉川市 きよみ野1-1 342-8501 048-982-5111 048-981-5392 武蔵野線吉川駅 市内一円

49 白岡市福祉事務所 ｼﾗｵｶｼﾌｸｼｼﾞﾑｼｮ 白岡市 千駄野432 349-0292 0480-92-1111 0480-93-5037 宇都宮線白岡駅 市内一円


