
【請求窓口一覧】

市町村名 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

前橋市 福祉部 社会福祉課 福祉総務係 027-898-6142 直通 371-8601 前橋市大手町二丁目１２番１号

高崎市 福祉部 社会福祉課 地域福祉担当 027-321-1243 直通 370-8501 高崎市高松町 ３５番地１

高崎市 倉渕支所 市民福祉課 福祉担当 027-378-4525 直通 370-3492 高崎市倉渕町三ﾉ倉３０３番地

高崎市 箕郷支所 市民福祉課 福祉担当 027-371-9055 直通 370-3192 高崎市箕郷町西明屋７０２番地４

高崎市 群馬支所 市民福祉課 福祉担当 027-373-2381 直通 370-3592 高崎市足門町１６５８番地

高崎市 新町支所 市民福祉課 福祉担当 0274-42-1238 直通 370-1392 高崎市新町３１５２番地１

高崎市 榛名支所 市民福祉課 福祉担当 027-374-5112 直通 370-3392 高崎市下室田町９００番地１

高崎市 吉井支所 市民福祉課 福祉担当 027-387-3133 直通 370-2192 高崎市吉井町吉井川３７１番地

桐生市 保健福祉部 福祉課 社会福祉係 0277-46-1111 271 376-8501 桐生市織姫町１番１号

桐生市 新里支所 市民生活課 福祉係 0277-74-2904 直通 376-0194 桐生市新里町武井６９３番地１

桐生市 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係 0277-96-2112 直通 376-0196 桐生市黒保根町水沼１８２番地３

伊勢崎市 福祉こども部 社会福祉課 社会福祉係 0270-27-2748 直通 372-8501 伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地

伊勢崎市 赤堀支所 住民福祉課 福祉係 0270-62-9792 直通 379-2298 伊勢崎市西久保町一丁目６４番地５

伊勢崎市 あずま支所 住民福祉課 福祉係 0270-62-9909 直通 379-2292 伊勢崎市東町２６６８番地１

伊勢崎市 境支所 住民福祉課 福祉係 0270-74-0368 直通 370-0192 伊勢崎市境６３７番地

太田市 福祉こども部 社会支援課 管理係 0276-47-1827 直通 373-8718 太田市浜町２番３５号

沼田市 健康福祉部 社会福祉課 社会係 0278-23-2111 3102 378-8501 沼田市下之町888番地

館林市 保健福祉部 社会福祉課 社会係 0276-47-5127 直通 374-8501 館林市城町１番１号

渋川市 福祉部 地域包括ケア課 管理係 0279-22-2250 直通 377-8501 渋川市石原８０番地

藤岡市 健康福祉部 福祉課 地域福祉係 0274-40-2297 直通 375-8601 藤岡市中栗須３２７藤岡市福祉会館１階

富岡市 健康福祉部 福祉課 社会福祉係 0274-62-1511 1133 370-2392 富岡市富岡1460-1

安中市 保健福祉部 福祉課 社会福祉係 027-382-1111 1152 379-0192 安中市安中一丁目２３番１３号

みどり市 保健福祉部 社会福祉課 地域福祉係 0277-76-0975 直通 379-2395 みどり市笠懸町鹿２９５２

みどり市 大間々庁舎
大間々市民生活
課

福祉係 0277-76-1846 直通 376-0192 みどり市大間々町大間々１５１１

みどり市 東支所 東市民生活課 市民福祉係 0277-76-0984 直通 376-0397 みどり市東町花輪２０５－２

北群馬郡榛東村 － 住民生活課 社会福祉係 0279-54-2211 133 370-3593 北群馬郡榛東村大字新井７９０番地１

北群馬郡吉岡町 － 介護福祉課 福祉室　社会福祉係 0279-54-3111 182 370-3692 北群馬郡吉岡町大字下野田５６０番地

多野郡上野村 － 保健福祉課 福祉係 0274-59-2309 直通 370-1616 多野郡上野村大字乙父６３０－１

多野郡神流町 － 保健福祉課 福祉係 0274-57-2111 266 370-1592 多野郡神流町大字万場９０番地６

甘楽郡下仁田町 － 福祉課 福祉係 0274-64-8803 直通 370-2601 甘楽郡下仁田町大字下仁田６８２

甘楽郡南牧村 住民生活部 保健福祉課 福祉係 0274-87-2011 31 370-2806 甘楽郡南牧村大字大日向1098

甘楽郡甘楽町 － 健康課 福祉係 0274-67-5162
602
603

370-2213 甘楽郡甘楽町大字白倉1395番地1

群馬県にお住まいの方専用
令和3年度　市区町村恩給・援護担当部署一覧



【請求窓口一覧】

市町村名 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

群馬県にお住まいの方専用
令和3年度　市区町村恩給・援護担当部署一覧

吾妻郡中之条町 － 住民福祉課 福祉係 0279-75-8818 直通 377-0494 吾妻郡中之条町大字中之条町１０９１

吾妻郡中之条町
六合支所

－ 六合振興課 住民福祉係 0279-95-3111 243 377-1795 吾妻郡中之条町大字小雨５７７－１

吾妻郡長野原町 － 町民生活課 福祉係 0279-82-2246 直通 377-1392 吾妻郡長野原町大字長野原１３４０－１

吾妻郡嬬恋村 － 健康福祉課 － 0279-96-0512 直通 377-1692 吾妻郡嬬恋村大字大前１１０

吾妻郡草津町 － 福祉課 － 0279-88-7189 直通 377-1792 吾妻郡草津町大字草津２８

吾妻郡高山村 － 住民課 － 0279-63-2111 60 377-0792 吾妻郡高山村大字中山2856番地1

吾妻郡東吾妻町 － 保健福祉課 － 0279-68-2111 2131 377-0892 吾妻郡東吾妻町大字原町１０４６

利根郡片品村 － 保健福祉課 福祉係 0278-58-2115 直通 378-0498 利根郡片品村大字鎌田３９６７－３

利根郡川場村 － 健康福祉課 福祉係 0278-52-2111 138 378-0101 利根郡川場村大字谷地２３９０－２

利根郡昭和村 － 総務課 住民係 0278-24-5111
115
116

379-1298 利根郡昭和村大字糸井３８８

利根郡
みなかみ町

－ 町民福祉課 障害・福祉係 0278-25-5011 直通 379-1393 利根郡みなかみ町後閑３１８

佐波郡玉村町 － 健康福祉課 社会福祉係 0270-64-7705 直通 370-1192 佐波郡玉村町大字下新田２０１

邑楽郡板倉町 － 福祉課 社会福祉係 0276-82-6133 直通 374-0192 邑楽郡板倉町大字板倉２６８２番地１

邑楽郡明和町 － 介護福祉課 福祉係 0276-84-3111 152 370-0795 邑楽郡明和町新里２５０－１

邑楽郡千代田町 － 住民福祉課 福祉係 0276-86-7000 直通 370-0598 邑楽郡千代田町大字赤岩１８９５－１

邑楽郡大泉町 社会福祉部 福祉課 社会福祉係 0276-62-2121 731 370-0523
邑楽郡大泉町大字吉田２４６５
大泉町保健福祉総合センター

邑楽郡邑楽町 － 健康福祉課 社会福祉係 0276-47-5024 直通 370-0692 邑楽郡邑楽町大字中野２５７０－１


