
＊通帳へは「カワ　業務名（カタカナ）」で印字されますが、金融機関により表示される文字数が違います。

※は「業務名（カタカナ）」でそのまま印字されます。

業務名（カタカナ） 業　　　　務　　　　名 担当課
問い合わせ先
（直通電話）

ｱｷﾔﾁﾖｳｻ 自治会空き家等調査報償金 防犯・交通安全課 049-224-5721

EMﾖｳｷﾎｼﾞﾖ ＥＭ容器購入費補助金　　　　　 資源循環推進課 049-239-6267

ｲｸｴｲｼｷﾝ 育英資金貸付金　　　　    　　 教育総務課 049-224-6074

ｲｹﾝｼﾖﾘﾖｳ 主治医意見書料　　　　　　　　 介護保険課 049-224-6405

ｲｺｲﾎｼﾞﾖｷﾝ 老人憩いの家補助金　　　　　　 高齢者いきがい課 049-224-5809

ｲｼｼﾔｷﾝﾄｳ 医師謝金等 健康管理課 049-229-4126

ｲﾘﾖｳﾋﾌｼﾞﾖ 医療費扶助 教育指導課 049-224-5483

ｶｲｺﾞｶﾞﾂｻﾝ 高額医療合算介護サービス費 介護保険課 049-224-6402

ｶｲｺﾞｶﾝﾌﾟ 介護保険料還付金　　　　　　　 介護保険課 049-224-5817

ｶｲｺﾞｺｳｶﾞｸ 高額介護サービス費    　　　　 介護保険課 049-224-6402

ｶｲｺﾞｼﾞﾕｳﾀ 居宅介護（支援）住宅改修費　　 介護保険課 049-224-6402

ｶｲｺﾞﾆﾝﾊｹﾝ 全身性障害者介護人派遣事業　　 障害者福祉課 049-224-5785

ｶｲｺﾞﾖｳｸﾞ 居宅介護（支援）補助用具購入費 介護保険課 049-224-6402

ｶｲｺﾞﾘﾖｳｼﾔ 介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担助成費　　　 介護保険課 049-224-6402

ｶｲｼﾕｳﾎｳｼﾖ 集団回収報償金　　　　　　　　 資源循環推進課 049-239-6267

ｶｲｼﾕｳﾎｼﾞﾖ 集団回収補助金　　　　　　　　 資源循環推進課 049-239-6267

ｶｲｼﾕｳﾘﾕｳｼ 住宅改修理由書作成手数料　　　 介護保険課 049-224-6402

ｶｲﾎｳｶﾞﾂｺｳ 開放学校施設管理運営業務委託料 スポーツ振興課 049-224-6094

ｶﾞｸﾄﾞｳﾎｲｸ 学童保育室運営費負担金 教育財務課 049-224-5107

ｶﾞｸﾄﾞｳﾘﾖﾋ 学童保育指導員研修会旅費 教育財務課 049-224-5107

ｶﾞﾂｺｳｲﾄｳ 学校医等報酬　　　　　　　　　 教育指導課 049-224-5483

ｶﾞﾂｺｳｲﾘﾖﾋ 学校医等旅費 教育指導課 049-224-5483

※ｶﾜｺﾞｴｼｺｿﾀﾞﾃｷﾕｳﾌｷﾝ 子育て世帯臨時特例給付金 こども政策課 049-224-6278

※ｶﾜｺﾞｴｼｼﾞﾄﾞｳﾃｱﾃ 児童手当 こども政策課 049-224-6278

※ｶﾜｺﾞｴｼｼﾞﾄﾞｳﾌﾖｳﾃｱﾃ 児童扶養手当　　　　　　　　　 こども家庭課 049-224-5821

※ｶﾜｺﾞｴｼﾘﾝｼﾞｷﾕｳﾌｷﾝ 臨時福祉給付金 福祉推進課 049-224-5769

ｶﾝｶﾞｲｲﾀｸﾋ 管外保育所運営費　　　　　　　 保育課 049-224-5827

ｶﾝｷﾖｳｽｲｼﾝ 環境推進員報酬　　　　　　　　 資源循環推進課 049-239-6267

ｶﾝﾅｲｲﾀｸﾋ 管内保育所運営費　　　　　　　 保育課 049-224-5827

ｷﾞｲﾝﾎｳｼﾕｳ 議員報酬 議会事務局 049-224-6062

ｷﾕｳｼﾖｸﾏｶﾅ 学校給食賄材料費　　　　　　　 学校給食課 049-223-6035

ｷﾖｳｻｲｶﾝﾌﾟ 市長会任意共済還付金 職員課 049-224-5553

ｷﾝｷﾕｳﾎｲｸｲ 緊急保育委託料　　　　　　　　 保育課 049-224-5827

ｹﾂｺﾝｲﾜｲｷﾝ 結婚祝金 職員課 049-224-5553

ｹﾝｼﾝﾎｼﾞﾖ 職員予防検診補助金 職員課 049-224-5553

ｺｳｴﾝﾎｳｼ 公園整備奉仕活動報償金 公園整備課 049-222-1301

ｺｳｶﾞｸｶｲｺﾞ 高額介護合算療養費 国民健康保険課 049-224-5836

ｺｳｶﾞｸｿｳﾄｳ 高額介護予防サービス費相当 介護保険課 049-224-6402

ｺｳｶﾞｸﾘﾖｳﾖ 高額療養費　　　　　　　　　　 国民健康保険課 049-224-5836

ｺｳｷｹﾝｺｳｼﾝ 後期高齢健康診査 高齢・障害医療課 049-224-5842

ｺｳｷﾆﾕｳｲﾝｼ 後期高齢者入院時見舞金 高齢・障害医療課 049-224-5842

ｺｳﾎｹﾝｶﾝﾌﾟ 後期高齢者医療保険料還付金 高齢・障害医療課 049-224-5842

支払業務・通帳印字名対照表（五十音順）
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業務名（カタカナ） 業　　　　務　　　　名 担当課
問い合わせ先
（直通電話）

ｺｳﾚｲｲﾝﾌﾙ 高齢者インフルエンザ(住所地外) 健康管理課 049-229-4126

ｺｸﾁﾖｳﾎｳｼﾕｳ 国勢調査調査員・指導員報酬　　 情報統計課 049-224-6185

ｺﾄﾞﾓｲﾘﾖｳ こども医療事務協力費　　　　　 こども政策課 049-224-6278

ｺﾄﾞﾓｲﾘﾖｳﾋ こども医療費　　　　　　　　　 こども政策課 049-224-6278

ｻｲｶﾞｲｷﾕｳﾌ 振興センター災害給付金 教育指導課 049-224-5483

ｻﾞｲｹｲ 給与歳計外振込　　　　　　　　 職員課　　 049-224-5553

ｻﾞｲﾀｸｶｲｺﾞ 川越市在宅介護実態調査業務委託 地域包括ケア推進課 049-224-6087

ｻﾞｲﾀｸｼﾝｼﾝ 在宅心身障害者手当　　　　　　 障害者福祉課 049-224-5785

ｻﾞｲﾀｸｼﾝｼﾝ 在宅心身障害者手当( 随時払) 　 障害者福祉課 049-224-5785

ｻﾞｲﾀｸｼﾝｼﾝ 在宅心身障害者手当(精神用) 障害者福祉課 049-224-5785

ｻﾎﾟ-ﾀ-ﾘﾖﾋ 自立支援サポーター旅費 教育ｾﾝﾀｰ 049-235-7591

ｼｴﾝｷﾕｳﾌ 扶助費（中国残留邦人支援給付）　　　　　　 生活福祉課 049-224-5784

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 普通徴収市県民税過誤納還付金　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 特別徴収市県民税過誤納還付金　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 法人市民税過誤納還付金　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 固定資産税過誤納還付金　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 償却資産税過誤納還付金　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 軽自動車税過誤納還付金　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 事業所税過誤納還付金　　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 固定資産税返還金　　　　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 国民健康保険税過誤納還付金　　　　　　 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 市県民税配当割・株譲割還付金 収税課 049-224-5686

ｼｾﾞｲｶﾝﾌﾟ 市県民税年金特徴過誤納還付金 収税課 049-224-5686

ｼﾞﾁｶｲｷﾖｳﾘ 自治会協力報償金　　　　　　　 市民活動支援課 049-224-5705

ｼﾞﾁｶｲﾁﾖｳﾎ 自治会長報償金　　　　　　　　 市民活動支援課 049-224-5705

ｼﾄﾞ.ｶﾝﾘﾖﾋ 臨時指導員・看護師出張旅費 教育ｾﾝﾀｰ 049-235-7591

ｼﾋﾞｼﾞﾕﾂﾃﾝ 市美術展覧会関係役員謝金 文化芸術振興課 049-224-6157

ｼﾕｳｶﾞｸｼﾞ 就学時健康診断謝礼　　　　　　 教育指導課 049-224-5483

ｼﾞﾕｳｷﾖｶｸﾎｷﾕｳﾌｷﾝ 住宅手当 生活福祉課 049-224-5784

ｼﾕﾂｻﾝｲｸｼﾞ 出産育児一時金　　　　　　　　 国民健康保険課 049-224-5836

ｼﾕﾂｻﾝｿｳｻｲ 出産育児一時金　葬祭費　充当 国民健康保険課 049-224-5836

ｼﾖｳｶﾞｲｲﾘﾖ 障害者医療費　　　　　　　　　 高齢・障害医療課 049-224-6195

ｼﾖｳｶﾞｲｶｲｺﾞ 障害者介護保険利用者負担金助成 高齢・障害医療課 049-224-6195

ｼﾖｳｶﾞｲｼﾞﾑ 障害者医療事務協力費　　　　　 高齢・障害医療課 049-224-6195

ｼﾖｳｶﾞｲﾃｱﾃ
経過的福祉手当（特別障害者手当・障
害児福祉手当と合算）

障害者福祉課 049-224-5785

ｼﾖｳｶﾞｲﾃｱﾃ 特別障害者手当（随時払）　　　 障害者福祉課 049-224-5785

ｼﾖｳｶﾞｸﾘﾖﾋ 小学校運営管理 旅費 教育財務課 049-224-6083

ｼﾞﾖｳｶｿｳ 合併処理浄化槽維持管理補助金　 環境対策課 049-224-5894

ｼﾖｳｼﾕｳｶﾞｸ 小学校就学援助費　　　　　　　 教育財務課 049-224-6083

ｼﾖｳﾈﾝﾎﾄﾞｳ 少年補導員活動謝金 こども育成課　 049-224-5724

ｼﾖｸｼﾞﾘﾖｳﾖ 限度額適用・食事療養費 国民健康保険課 049-224-5836

ｼﾞﾖｾﾂｷﾞﾖｳﾑ 道路除雪等委託料 道路環境整備課 049-224-6029

ｼﾝｴﾈﾎｼﾞﾖ 新エネルギー機器等補助金 環境政策課 049-224-5866

ｼﾝｾｲｼﾞﾎｳﾓ 新生児訪問指導活動費　　　　　 健康づくり支援課 049-229-4125
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業務名（カタカナ） 業　　　　務　　　　名 担当課
問い合わせ先
（直通電話）

ｼﾝﾀﾞﾝｼﾖﾘﾖｳ 診断書料　　　　　　　　　　　 生活福祉課 049-224-5784

ｽﾎﾟ-ﾂｽｲｼﾝ スポーツ推進委員報酬　　　　　　　　 スポーツ振興課 049-224-6094

ｾｲｶﾂﾌｸｼ 扶助費（生活保護）　　　　　　 生活福祉課 049-224-5784

ｾｲﾄﾊｹﾝﾋ 生徒派遣費 教育財務課 049-224-6083

ｾﾝｷﾖｺｳｴｲ 選挙公営 選管事務局 049-224-6120

ｾﾝｷﾖﾃｱﾃ 投票手当　　　　　　　　　　　 選管事務局 049-235-6120

ｿｳｻｲﾋ 葬祭費　　　　　　　　　　　　 国民健康保険課 049-224-5836

ｿｳﾀﾞﾝﾘﾖﾋ さわやか相談員旅費 教育ｾﾝﾀｰ 049-235-7591

ﾀｲｼﾖｸﾃｱﾃ 退職手当　　　　　　　　　　　 職員課　　 049-224-5553

ﾁﾕｳｶﾞｸﾘﾖﾋ 中学校運営管理 旅費 教育財務課 049-224-6083

ﾁﾕｳｼﾕｳｶﾞｸ 中学校就学援助費　　　　　　　 教育財務課 049-224-6083

ﾁﾕｳﾀｲｷﾖｳ 中小企業退職金共済制度掛金補助 雇用支援課 049-227-5776

ﾁﾖｳｻｲﾀｸ 要介護認定調査委託料　　　　　 介護保険課 049-224-6405

ﾁﾖｳｼﾞﾕｲﾜｲ 長寿祝い金支給事業 高齢者いきがい課 049-224-5809

ﾂｳｶﾞｸﾎｼﾞﾖ 外国人児童生徒保護者通学補助金　　 教育総務課 049-224-6074

ﾃﾁﾖｳｼﾝﾀﾞﾝ 身体障害者手帳診断書料扶助　　 障害者福祉課 049-224-5785

ﾄｳｹｲﾎｳｼﾕｳ 統計調査調査員・指導員報酬　　 情報統計課 049-224-6185

ﾄｸﾃｲﾌﾆﾝ 特定不妊治療費 健康管理課 049-229-4126

ﾄｼｾｲｷﾖｳ 災害共済出資金払戻（車・火災） 職員課　　 049-224-5553

ﾄｼﾖｾｲﾘﾘﾖﾋ 図書整理員旅費 教育指導課 049-224-5483

ﾅﾏｺﾞﾐｼﾖﾘｷ 電気式生ごみ処理機購入費補助　 資源循環推進課 049-239-6267

ﾅﾝﾋﾞﾖｳﾐﾏｲ 難病患者見舞金　　　　　　　　 障害者福祉課 049-224-5785

ﾆﾝﾌﾟｲﾀｸﾘﾖｳ 妊婦健康診断等業務委託　　　　 健康づくり支援課 049-229-4124

ﾆﾝﾌﾟｼﾞﾖｾｲ 妊婦健診助成金 健康づくり支援課 049-229-4124

ﾉｳﾄﾞﾂｸｼﾞﾖ 脳ドック助成費　　　　　　　　 国民健康保険課 049-224-6147

PTAｶﾃｲｷﾖｳ ＰＴＡ家庭教育学級委託　　　　 地域教育支援課 049-224-6086

ﾋﾄﾘｵﾔｲﾘﾖｳ ひとり親家庭等医療費　　　　　 こども政策課 049-224-6278

ﾋﾄﾘｵﾔｼﾞﾑｷ ひとり親事務協力金　　　　 こども政策課 049-224-6278

ﾋﾅﾝｼﾔｼｴﾝ 避難者生活支援事業生活支援金 防災危機管理室 049-224-5554

ﾋﾖｳｷﾞｲﾝﾎｳ 学校評議員報償金　　　　　　　 学校管理課 049-224-6109

ﾋﾖｳﾍﾞﾝｼﾖｳ 費用弁償（議会運営） 議会事務局 049-224-6062

ﾌｸｼｶｼﾂｹｷﾝ 母子父子寡婦福祉資金貸付金　　　　 こども家庭課 049-224-5821

ﾌｻﾞｲﾄｳﾋﾖｳ 不在者投票公費負担 選管事務局 049-224-6120

ﾌﾄﾝｶﾝｿｳﾋ 布団乾燥費      　　　　　　　 保育課 049-224-5827

ﾌﾞﾝｶｻﾞｲｶﾝ 指定文化財管理報償金　　　　　 文化財保護課 049-224-6097

ﾎｲｸｶｷｱﾙﾊﾞ 保育園夏期アルバイト賃金 保育課 049-224-5827

ﾎｲｸｷﾕｳﾌ 地域型保育給付費 保育課 049-224-5827

ﾎｲｸｼｷﾁｶﾘｱ 保育園駐車場敷地借上料　　　　 保育課 049-224-5827

ﾎｲｸｼﾂｲﾀｸ 家庭保育室委託料　　　　　　　 保育課 049-224-5827

ﾎｲｸﾘﾖﾋ 保育職員旅費 保育課 049-224-5827

ﾎﾞｳｻｲﾑｾﾝ 防災行政無線子局設置土地賃借料 防災危機管理室 049-224-5554

ﾎﾞｳﾊﾝﾄｳ 自治会防犯灯電気料補助金　　　 防犯・交通安全課 049-224-5721

ﾎｹﾝｼﾄﾞｳﾋ 保健指導費謝金　　　　　　　　 教育指導課 049-224-5483

ﾎﾞｼｹﾝｺｳｼﾝ 母子健康診査事業医師等報償金 健康づくり支援課 049-229-4125

ﾎﾞｼﾎｹﾝｼﾄﾞ 母子保健指導事業医師等報酬金 健康づくり支援課 049-229-4125
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業務名（カタカナ） 業　　　　務　　　　名 担当課
問い合わせ先
（直通電話）

ﾎｿﾞﾝｼﾞﾕﾓｸﾄｳ 保存樹林・樹木奨励金　　　 環境政策課 049-224-5866

ﾐﾝｾｲｶﾂﾄﾞｳ 民生委員活動費　　　　　　 福祉推進課 049-224-5769

ﾖｳｶｲｺﾞﾃｱﾃ 要介護高齢者等手当　　　　　　 高齢者いきがい課 049-224-5809

ﾖｳﾁｴﾝｱｽﾞｶ 幼稚園預り保育補助金　　　 こども政策課 049-224-6278

ﾖｳﾁｴﾝｼﾕｳｴ 幼稚園就園奨励費　　　　　　　 こども政策課 049-224-6278

ﾖｳﾁｴﾝﾎｼﾞﾖ 幼稚園補助金　　　　　　　　　 こども政策課 049-224-6278

ﾖﾎﾞｳｾﾂｼﾕ 住所地外定期予防接種委託料　　 健康管理課 049-229-4126

ﾗｼﾞｵﾀｲｿｳｶ ラジオ体操会自治会報償金 スポーツ振興課 049-224-6094

ﾘﾖｳﾖｳﾋ 療養費　　　　　　　　　　　　 国民健康保険課 049-224-5836

ﾘﾝｼﾞｼﾖｸｲﾝ 臨時職員賃金　　　　　　　　　 職員課　　 049-224-5553

ﾘﾝｼﾞｼﾖｸｲﾝ 臨時職員賃金　　　　　　　　　 保育課 049-224-5827

ﾘﾝｼﾞｼﾖｸｲﾝ 臨時職員賃金　　　　　　　　　 教育総務課 049-224-6074

ﾘﾝｼﾞｼﾖｸｲﾝ 臨時職員賃金　　　　　　　　　 教育財務課 049-224-5107

ﾘﾝｼﾞｼﾖｸｲﾝ 生徒指導推進員賃金 教育指導課 049-224-5483

ﾘﾝｼﾞｼﾖｸｲﾝ 臨時職員賃金 教育ｾﾝﾀｰ 049-235-7591

ﾘﾝﾊﾞﾝﾎｼﾞﾖ 川越市病院群輪番制病院運営費補助金 保健医療推進課 049-224-5832
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