
【医科】 【薬局】

医療機関名 郵便番号 住　　　所 電　　　話 医療機関名 郵便番号 住　　　所 電　　　話

石川眼科 ３５０-０４１４ 越生町 越生東２-７-３ ０４９-２７７-２０７７ ウエルシア薬局越生店 ３５０-０４１４ 越生町 越生東２-６-２ ０４９-２７７-２７５２
市川医院 ３５０-０４１６ 越生町 越生９８１ ０４９-２９２-３０１１ おごせ薬局 ３５０-０４１４ 越生町 越生東２-７-２５ ０４９-２３８-４２１１
越生メディカルクリニック ３５０-０４１１ 越生町 黒岩１９９-１ ０４９-２７７-１１１９ 中川薬局　越生店 ３５０-０４１５ 越生町 上野１０２４-３ ０４９-２７７-１８７１
かあいファミリークリニック ３５０-０４１５ 越生町 上野１０２５ ０４９-２９９-６２２２ 平塚薬局　越生店 ３５０-０４１１ 越生町 黒岩２１０-１ ０４９-２９２-６４１１
くぼた耳鼻咽喉科クリニック ３５０-０４１４ 越生町 越生東２-７-９ ０４９-２７７-７８３４ アイン薬局　毛呂本郷店 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷９８１ ０４９-２９４-５２０３
はなみず木整形外科 ３５０-０４１３ 越生町 如意１０２-９ ０４９-２９２-８００３ あおぞら薬局　長瀬店 ３５０-０４６２ 毛呂山町 若山１‐８‐７ ０４９-２９５-５５１１
おっぺ小児科・アレルギー科クリニック ３５０-０４６２ 毛呂山町 若山１‐８‐７ ０４９-２９５-５５５０ アポック医大前薬局１号店 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１８-１ ０４９-２９５-６８００
埼玉医科大学病院 ３５０-０４９５ 毛呂山町 毛呂本郷３８ ０４９-２７６-１１１１ アポック日高ｾﾝﾀｰ前薬局１号店 ３５０-０４４５ 毛呂山町 葛貫９０６-５ ０４９-２７６-７２００
柴﨑皮膚科医院 ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央４-１９-１２ ０４９-２９５-６６２８ アポック毛呂岩井薬局 ３５０-０４６５ 毛呂山町 岩井西５-１３-６ ０４９-２７６-６６００
長瀬クリニック ３５０-０４３６ 毛呂山町 川角９４－２ ０４９-２９５-０７０８ 稲垣薬局もろハピネス館前店 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１２７７ ０４９-２１５-３３２８
野原医院 ３５０-０４３２ 毛呂山町 大類６４ ０４９-２９４-０８００ ウエルシア薬局毛呂本郷店 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１４５８ ０４９-２９５-６３７５
初野医院 ３５０-０４４３ 毛呂山町 長瀬１８５０ ０４９-２９４-７７１３ かわかど薬局 ３５０-０４３４ 毛呂山町 市場９８２-１ ０４９-２７６-６５１０
ハピネス会川角クリニック ３５０-０４３５ 毛呂山町 下川原１７１ ０４９-２９５-３９５９ 城西大学薬局 ３５０-０４３５ 毛呂山町 下川原９０９-４ ０４９-２９４-２２９６
HAPPINESS館クリニック ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１００６ ０４９-２７６-１８３２ 城西大学薬局毛呂本郷店 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷９７２ ０４９-２３６-４１００
光の家療育センター ３５０-０４９５ 毛呂山町 毛呂本郷３８ ０４９-２７６-１３５７ ドラッグセイムス毛呂山薬局 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１２０５-１ ０４９-２９４-８１５５
ふたばクリニック ３５０-０４３４ 毛呂山町 市場１０４２－１ ０４９-２２７-３２６６ 日本調剤　埼玉日高薬局 ３５０-０４４５ 毛呂山町 葛貫１０７８‐１ ０４９-２７６-５５１１
街かどのクリニック ３５０-０４３６ 毛呂山町 川角７－１ ０４９-２９８-５３５７ 日本調剤　毛呂薬局 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷４０-１ ０４９-２７６-５５５０
丸木記念福祉メディカルセンター３５０-０４９５ 毛呂山町 毛呂本郷３８ ０４９-２７６-１４９６ はなまる薬局毛呂山店 ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央２-３-１ ０４９-２９４-４１９３
もろやま眼科 ３５０-０４６５ 毛呂山町 岩井西２-１１-８ ０４９-２９４-４１１３ ファミリー薬局長瀬店 ３５０-０４３６ 毛呂山町 川角１３０-３ ０４９-２７６-６６３９
毛呂山整形外科内科 ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央２-１７-１２ ０４９-２９４-８８６０ フィット薬局毛呂山店 ３５０-０４４３ 毛呂山町 長瀬１８８７-２-１０３ ０４９-２９４-８２３０

ゆずの木台クリニック ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央２-５-５ ０４９-２９５-５１５８ 薬局アポック毛呂山店 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷９９２ ０４９-２７６-３５３５

ゆずの木薬局 ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央２-２-８ ０４９-２９５-１７１１
よこて薬局 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷６７９－２ ０４９-２９４-５５５２

【歯科】 わかば薬局川角店 ３５０-０４３５ 毛呂山町 下川原１７１-５ ０４９-２７６-７９１１

わかば薬局長瀬店 ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央４-１７-２９ ０４９-２９５-４２１２

医療機関名 郵便番号 住　　　所 電　　　話
荒井洋充歯科医院 ３５０-０４１４ 越生町 越生東５-６-１１ ０４９-２９２-２５１９ 　この一覧表の指定医療機関の利用にあたっては、越生町の住民でこどもの医療費
市川歯科医院 ３５０-０４１６ 越生町 越生９８１ ０４９-２９２-２３０３ 受給資格登録がされている方が、指定医療機関の窓口に　○健康保険証　○こども
大河原歯科医院 ３５０-０４１２ 越生町 西和田８４-１ ０４９-２７７-１１８２ の医療費受給資格証　を提示することにより、窓口払いはなくなります。
愛歯科 ３５０-０４６２ 毛呂山町 若山１-１-１０ ０４９-２９４-１０３６ 　※提示のない場合や、保険診療の対象とならない費用については、窓口で支払い
植田歯科医院 ３５０-０４６５ 毛呂山町 岩井西２-１６-１７ ０４９-２９５-１１６６ をしていただくことになりますのでご注意ください。
川角駅前ファミリー歯科 ３５０-０４３５ 毛呂山町 下川原１７６-１ ０４９-２９５-７１７１
川角歯科医院 ３５０-０４３６ 毛呂山町 川角４６３-１ ０４９-２９４-６１０７
Ｋデンタルクリニック ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央４-８-１５ ０４９-２７６-１８２８
さぎや歯科医院 ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷２３１-２ ０４９-２９４-３３０３
サンデンタルクリニック ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１００３ ２Ｆ ０４９-２９５-８３９３
須山歯科クリニック ３５０-０４６３ 毛呂山町 前久保南４-８-４２ ０４９-２９４-０７６７
田島歯科口腔外科クリニック ３５０-０４５１ 毛呂山町 毛呂本郷１９４ ０４９-２９４-６４８０
つげ歯科医院 ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央４-１１-２１ ０４９-２９４-９１０４
ながせデンタルクリニック ３５０-０４６４ 毛呂山町 南台１-３６-１８ ０４９-２９５-３７１８
ふたばクリニック ３５０-０４３４ 毛呂山町 市場１０４２－１ ０４９-２２７-３２６６
星野歯科医院 ３５０-０４６４ 毛呂山町 南台５-３０-２ ０４９-２９９-７６４０
みやざわ歯科クリニック ３５０-０４６１ 毛呂山町 中央２-３０-１ ０４９-２９５-８２１７
毛呂山歯科クリニック ３５０-０４６５ 毛呂山町 岩井西２-１４-６ ０４９-２９３-０１１８

毛呂山なんぶ歯科 ３５０-０４６７ 毛呂山町 岩井東２-２４-９ ０４９-２９０-３３７３ 越生町のマスコット「うめりん」 問い合わせ：子育て支援課子ども担当

越生町こどもの医療費（窓口払い廃止）指定医療機関一覧表(町順、あいうえお順) 【令和２年１０月１日現在】

病院へ行くときは、健康保険証と
一緒にこどもの医療費受給資格証を
忘れないでね


