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相談窓口〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓

市役所・総合支所（障がい福祉関係）
障がい者福祉課及び各総合支所各社会福祉係では、障がいのある方のさまざまな相談に応じ、必
要な支援や身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の受付、各種福祉サービスなどの
ご相談をお受けします。また、差別や虐待などの権利侵害の通報や相談もお受けします。お近くの担
当窓口へご連絡ください。
久喜市役所 障がい者福祉課
〒３４６-８５０１ 久喜市下早見８５－３ 久喜市役所２階
TEL ２２-１１１１ FAX ２３-０６９９
Email： shogaifukushi@city.kuki.lg.jp
※毎週火曜日に、障がい者福祉課に手話通訳者を配置しています。
配置時間 午前８時３０分～午後５時１５分（正午から午後１時までを除く）
菖蒲総合支所 菖蒲社会福祉係
〒３４６-０１９２ 久喜市菖蒲町新堀３８ 菖蒲総合支所１階
TEL ８５-１１１１ FAX ８５-６８４０
Email： shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
栗橋総合支所 栗橋社会福祉係
〒３４９-１１９２ 久喜市間鎌２５１－１ 栗橋総合支所１階
TEL ５３-１１１１ FAX ５２-６０２７
Email： shakaifukushi@city.kuki.lg.jp
鷲宮総合支所 鷲宮社会福祉係
〒３４０-０２９５ 久喜市鷲宮６－１－１ 鷲宮総合支所１階
TEL ５８-１１１１ FAX ５８-７０１９
Email： shakaifukushi@city.kuki.lg.jp

各地区保健センター
健康に関する相談や健康教育、訪問指導、精神保健相談、予防接種の相談などが受けられます。
中央保健センター
〒３４６-０００５ 久喜市本町５－１０－４７
TEL ２１-５３５４
FAX ２１-５３９２
Email： chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp

栗橋保健センター
〒３４９-１１９２ 久喜市間鎌２５１－１
TEL ５２-５５７７
FAX ５２-０１２３
Email： chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp

菖蒲保健センター
〒３４６-０１０５ 久喜市菖蒲町新堀１
TEL ８５-７０２１
FAX ８５-７８８６
Email： chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp

鷲宮保健センター
〒３４０-０２１７ 久喜市鷲宮６－１－２
TEL ５８-８５２１
FAX ５９-２４４１
Email： chuo-hokencenter@city.kuki.lg.jp
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久喜市障がい者生活支援センター

相
談
窓
口

地域の障がい者等の相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行い、指定事業者等との連携・調整
等の便宜を総合的に調整します（３５ページ参照）。
久喜市障がい者生活支援センター「きらら」
〒３４６-００１１ 久喜市青毛７５３－１（ふれあいセンター久喜内２階）
○主に身体・知的障がい者に関する相談
TEL ２６-４８６６ FAX ２６-４８７０ Email： kirara@keiwa.or.jp
時間 午前９時～午後６時（第４土曜・年末年始を除く）
久喜市障がい者生活支援センター「ベルベール」
〒３４６-０００３ 久喜市久喜中央２－４－３２ コバヤシビル A 棟１０２
○主に精神障がい者に関する相談
TEL ２５-２７５５ FAX ２９-３８８５
時間 午前９時３０分～午後５時３０分（月曜・日曜・年末年始を除く）

久喜市社会福祉協議会
制度の狭間にある福祉課題をはじめ、様々な福祉ニーズに応えるため、多種多様な福祉サービス
を行っています。それぞれの地域の特性を踏まえ、市民をはじめ、福祉・保健などの関係機関及び団
体、行政機関などの参加協力を得ながら、ともに考え、事業に取り組んでいます。
〒３４６-００１１ 久喜市青毛７５３－１ ふれあいセンター久喜内１階
TEL ２３-２５２６ FAX ２４-１７６１
Email： kukishakyou@kukishakyo.or.jp

埼玉県総合リハビリテーションセンター
身体障害者更生相談
車いすや義足などの補装具、更生医療の判定のほか、身体障がい者（１８歳以上）の福祉につい
ての相談や医学的診断・心理学的判定・職能的判定を行うとともに、必要な助言・援助を行っていま
す。
【利用方法】
１ 更生相談の窓口は、市の身体障がい者福祉担当課です。身体に障がいのある方で更生相談を
希望される方は、まず市の身体障がい者福祉の窓口で相談してください。
２ いろいろな相談に対し、市の担当者（ケースワーカー）がご本人の障がいに合った援護やサービス
を検討します。
３ 身体障害者更生相談所では、補装具の処方や適合判定を行うとともに、更生医療について、適当
であるかを判定します。この場合、障がい者本人が来所する必要がある来所判定と、来所の必要が
ない書類判定があります。
２
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章
知的障害者更生相談
１８歳以上の知的障がい者の、医学的診断・心理学的判定・職能的判定を行うとともに、必要な助
言・援助を行っています。
【利用方法】
１ 更生相談の窓口は、市の知的障がい者福祉担当課です。知的障がいのある方やご家族が、更生
相談を希望する場合は、まず、市の知的障がい者福祉の窓口で相談してください。
２ いろいろな相談に対し、市の担当者（ケースワーカー）がご本人の障がいに合った援護、サービス
等の利用について検討します。
３ 知的障害者更生相談所では、知的障がいの程度の判定などを行います。この場合、障がい者本
人、ご家族が来所する必要がある来所判定と、来所の必要がない書類判定があります。
４ 知的障がい者の判定を受けると、療育手帳が交付されます。
地域支援
地域で生活する障がい者の生活圏の拡大や、自立への援助などを目的として、市町村職員、地域
で障がい者の支援にあたる関係機関の職員等からの相談に応じたり、地域での研修会などを支援し
たりしています。また、障がいがある方やご家族からの電話、来所によるご相談や、相談スタッフがご
家庭にうかがい、在宅生活のご相談に応じます。
なお、お住まいの地域の市福祉担当窓口からの申込みが必要になります。
対 象 者

埼玉県内在住の障がい者の方とそのご家族・関係者の方々

相談内容 ・住宅改修に関する相談
・福祉用具に関する相談
《窓口》

・コミュニケーションに関する相談
・高次脳機能障がいに関する相談

埼玉県総合リハビリテーションセンター
〒３６２-８５６７ 上尾市西貝塚１４８－１
TEL ０４８-７８１-２２２２ FAX ０４８-７８１-２２１８

高次脳機能障害者支援センター
高次脳機能障害者支援充実のため、「総合相談窓口」において、高次脳機能障害者への専門的支
援及び医療と福祉の一体的な支援を行っています。
《窓口》

高次脳機能障害者支援センター
〒３６２-８５６７ 上尾市西貝塚１４８－１ 埼玉県総合リハビリテーションセンター内
TEL ０４８-７８１-２２３６ FAX ０４８-７２５-５５０１
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１８歳未満の児童の養育、発達に関する相談に応じ、児童の心理判定、児童福祉施設への入所な
ど、それぞれの相談に必要な指導援助を行っています。
《窓口》

中央児童相談所
〒３６２-００１３ 上尾市上尾村１２４２－１
TEL ０４８-７７５-４１５２ FAX ０４８-７７０-１０５５

保

健 所

健康に関する相談、子どもの心に関する相談、心の健康相談を行っています。
また、保健衛生の向上及び増進のため、難病に対する相談や支援を行っています。次の医療給付
などの申請も受け付けています。
１ 小児慢性特定疾病医療

４ 先天性血液凝固因子欠乏症等医療

２ 指定難病医療

５ 肝炎医療

３ 特定疾患医療

６ 不妊治療費助成

《窓口》

幸手保健所
〒３４０-０１１５ 幸手市中１－１６－４
TEL ４２-１１０１ FAX ４３-５１５８

埼玉県立精神保健福祉センター
埼玉県における地域精神保健福祉推進の中核施設として、心の病気の予防や治療及び精神障が
い者の社会復帰訓練を総合的に行っています。
《窓口》

埼玉県立精神保健福祉センター
〒３６２-０８０６ 北足立郡伊奈町小室８１８－２
TEL ０４８-７２３-３３３３ FAX ０４８-７２３-１５５０
※相談は、来所相談を原則としています。どなたでもご利用できますが、相談を希望する
場合は、電話で予約してください。

４
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埼玉県精神科救急情報センター
夜間・休日における緊急的な精神医療相談を、電話で受け付けています。相談内容から適切な助
言を行い、必要に応じて医療機関の紹介を行います。
受付時間

月曜～金曜

午後５時～翌朝午前８時３０分

土曜・日曜・祝日

午前８時３０分～翌朝午前８時３０分

※月曜～金曜の日中の時間帯（午前８時３０分～午後５時）の精神科救急医療に関す
る相談については、各保健所にご相談ください。
《窓口》

埼玉県精神科救急情報センター（埼玉県立精神保健福祉センター内）
〒３６２-０８０６ 北足立郡伊奈町小室８１８－２
TEL ０４８-７２３-８６９９

権利擁護相談
認知症高齢者や障がいのある方が、判断能力が不十分なために権利が侵害されないよう、ご本人
やそのご家族などからの生活上の悩みや困りごとに対して、専任の生活相談員や弁護士、司法書士
が専門的な立場から問題を整理し、解決に向けて支援します。
生活相談

月曜～金曜

午前９時～午後４時

法律相談

毎週水曜・金曜

午後１時～午後２時３０分※要予約

《窓口》

（ただし土曜・日曜・
祝日・ 年末年始を
除く）

権利擁護センター（埼玉県社会福祉協議会内）
〒３３０-８５２９ さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ内
TEL ０４８-８２２-１２０４（認知症高齢者及び知的障がい者）
０４８-８２２-１２４０（身体障がい者及び精神障がい者）
FAX ０４８-８２２-１４０６

福祉サービス苦情相談
利用者と事業所との話し合いで解決ができなかったり、事業所に伝えにくい苦情や不満などにつ
いて相談を受け、助言、調査、あっせんなどを行い、解決に向けて支援します。
相 談 日
《窓口》

月曜～金曜

午前９時～午後４時（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）

埼玉県運営適正化委員会（埼玉県社会福祉協議会内）
〒３３０-８５２９ さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ 1 階
TEL ０４８-８２２-１２４３ FAX ０４８-８２２-１４０６
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ボランティアに関する相談、派遣調整、登録や情報提供をはじめ、ボランティア養成のための各種
講座の実施、ボランティア活動保険加入手続き、ボランティア活動が初めての方や活動のきっかけづ
くりとして、ボランティア体験プログラムの実施など様々な支援を行っています。
《窓口（市内）》

《窓口（県内）》

久喜市社会福祉協議会

TEL ２３-２５２６ FAX ２４-１７６１

菖蒲支所

TEL ８５-８１３１ FAX ８５-８８０８

栗橋支所

TEL ５２-７８３５ FAX ５２-７８０４

鷲宮支所

TEL ５８-９１３１ FAX ５８-７２００

埼玉県ボランティア・市民活動センター(埼玉県社会福祉協議会内)
〒３３０-８５２９ さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ内
TEL ０４８-８２２-１４３５ FAX ０４８-８２２-１４４９
彩の国市民活動サポートセンター(埼玉県県民活動総合センター内)
〒３６２-０８１２ 北足立郡伊奈町内宿台６－２６
TEL ０４８-７２８-７１４６ FAX ０４８-７２９-５０９１

身体障がい者相談員・知的障がい者相談員
障がい者又は家族からの相談に応じてアドバイスをしたり、関係機関と協力して解決にあたったりし
ています。生活上の困りごとから福祉サービスについてまで、どのような内容でもご相談ください。
○身体障がい者相談員 ※任期：平成３０（２０１８）年４月１日～平成３２（２０２０）年３月３１日
氏 名

住 所

TEL

宮城 寛二

久喜市久喜中央４－５－１０

２３-３０３６

岡安 康子

久喜市下早見１８１－１

２２-４４１０

赤池 勝夫

久喜市栗原１－１６－１

２３-１８５２

押田 憲一郎

久喜市菖蒲町菖蒲２６５６

８５-４３１７

秋山 常雄

久喜市栗橋東１－４－７－６

５２-９７２２

遠藤 潔

久喜市新井４０９－１

５２-２０７８

佐藤 民男

久喜市鷲宮４－２－３７

５８-２５０８

小澤 桂三

久喜市八甫２－２８２

５８-６９９２

○知的障がい者相談員 ※任期：平成３０（２０１８）年４月１日～平成３２（２０２０）年３月３１日
氏 名

住 所

TEL

原 由美

久喜市菖蒲町小林２８８０－１

８５-１４４２

渡邊 千鶴子

久喜市栗橋東５－１－２８

５２-３７２５

中島 幸子

久喜市西大輪１－１５－１

５８-１８１２

６
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聴覚障がい者相談員
相談員が、聴覚障がい者等の日常生活、社会生活上の問題について相談に応じ、関係機関と協
力して解決にあたります。
《窓口》

埼玉聴覚障害者情報センター
〒３３０-００７４ さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 浦和合同庁舎別館２階
TEL ０４８-８１４-３３５３ FAX ０４８-８１４-３３５５

消費生活相談
商品やサービスの質、契約トラブルについての苦情や相談を受け、トラブル解決のための助言を
行っています。
《窓口》

埼玉県消費生活支援センター春日部
〒３４４-００３８ 春日部市大沼１－７６ 県春日部地方庁舎２階
TEL ０４８-７３４-０９９９
受付時間 午前９時～午後４時（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
久喜市消費生活センター
〒３４６-８５０１ 久喜市下早見８５－３ 久喜市役所３階
TEL ２２-３９２５
受付時間 午前１０時～午後４時(正午から午後１時までを除く)（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

障がい者団体
各障がい者団体の連絡先は、障がい者福祉課又は各総合支所各社会福祉係までお問い合わせ
ください。
《窓口》

市役所・総合支所窓口（１ページ参照）

身体障がい者結婚相談員
結婚を希望する身体障がい者に対して、相談・紹介を行うとともに相互交流の集いを開催していま
す。来所の前に必ず電話連絡（予約）をしてください。
費

用

相 談 日
《窓口》

無 料
火曜、木曜、土曜 午前１０時～午後４時 （祝日・年末年始を除く）

埼玉県身体障害者福祉協会
〒３３０-００７４ さいたま市浦和区北浦和５－６－５ 浦和合同庁舎３階
TEL ０４８-８２２-２７６８ FAX ０４８-８３１-６４４２
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