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大正１１年（１９２２）に市制を施行した川越は、埼玉県南西部地域における産

業・経済・文化などの中心都市として発展してきました。商業・農業・工業がバ

ランスよく発展した本市はまた、魅力ある歴史的・文化的遺産が数多く残り、

多くの観光客にお越しいただいている観光都市でもあります。

本市では、市民の皆様にとって暮らしやすいまちであることを目指し、様々

な取組を進めており、昨年には、本川越駅北側に、子育て世代を応援する子

育て安心施設「すくすくかわごえ」をオープンしました。

そして、本年１２月には、市制施行１００周年という大きな節目を迎えます。川

越市が将来に向かって、さらなる発展を遂げられるよう「だれもが住み続けた

いまち川越」の実現に向けて、着実に取り組んでまいります。

この「市民のしおり」では、市役所窓口での各種証明書の交付や届け出など

の業務や暮らしに関する情報を紹介しています。暮らしの便利帳として、お手

元においてご活用ください。

2022年7月

川越市長  

中央に「川」、周囲
に片仮名の「コ」
「エ」を配置し、
「川越」を表してい
ます。

市紋章

（明治45年5月11日制定） 市民と行政の合言葉、「時が人を結ぶまち川越」

屋敷などの防風
林・防災林として
なじみの深い木
で、農具の柄にも
用いられています。

市の木　かし

（昭和57年10月15日制定）

市民と行政が力を
合わせて、住みよい
魅力あふれるまちづ
くりを進めていくた
めに、平成24年6月
にキャッチフレーズ
とシンボルマークを
制定しました。

市のシンボルマーク

川越城や江戸城
を築城したことで
知られる太田道
灌にまつわる伝
説に登場する花
です。

市の花　山吹

（昭和57年10月15日制定）

川越城の別名が
「初雁城」と呼ば
れているように歴
史的なつながり
が深い鳥です。

市の鳥　雁

（平成4年12月1日制定）

川越のシンボル「時
の鐘（とき）」と「サツ
マイモ（いも）」から
生まれた川越市マス
コットキャラクター。

ときも
やまぶき かり
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● 転出届 （市外に住所を変更する場合は手続きが必要です）
● 証明書の請求 （市内に住所地がある住民票の写しなど）
● 児童手当の認定請求等、こども医療費受給
● 医療の公費負担制度
● 高齢者の生活支援等
※コンビニ交付や電子申請できるものもあります。

人との接触機会を減らすため、以下の手続きの一部は、郵送に
よる対応が可能です。市役所や市民センター等の混雑の緩和・
感染症予防のため、郵送による手続きを活用してください。

市役所に届け出が必要です

戸籍の届け出・各種登録
届出別

インデッ
クス

新型コロナウイルス感染症について

● 新型コロナウイルス感染症についての相談…60
● 保険料（税）（国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金
　の減免についての相談…90～95
● 介護保険料の減免についての相談…97
● 市税についての相談…127～128
事業者の方についても、
制度融資や各種相談窓口、
補助金があります。
詳しくは市ホームページを
確認してください。 市民向け 事業者向け

新型コロナウイルス感染症に関する各種ご相談は、以下の窓口
までお問い合わせください。

赤ちゃんが
生まれたら

生まれた日から
14日以内に届け出

出生届…64

結婚したら

届け出た日から
効力発生

婚姻届…64

市内で住まいが
変わったら

転居した日から
14日以内に届け出

転居届…64

市外へ転出
していくとき

転出前に
届け出

転出届…64

市外から
転入してきたら

転入した日から
14日以内に届け出

転入届…64

家族が
亡くなったら

死亡の事実を
知った日から

7日以内に届け出

死亡届…64

必要なとき

印鑑登録…66
マイナンバーカード
　　…69

新型コロナウイルス感染
症の状況により、相談窓
口や検査等を閉鎖・中止、
または、内容・日時を変更
している場合があります。
ご利用の際は、事前に市
ホームページや電話等で
ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の最新情報は
市ホームページから確認してください。
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こんなと
き

どうする
の？

●相談…57
●届け出・手続き…72
●助成…72
●健診・予防接種…72

●病院・救急の時の連絡先…33
●相談…57・75
●健診・予防接種…72
●助成・手当・支援…74
●サポート・施設…74
●保育園・入園…76
●一時的な保育サービス…78
●幼稚園…79

●相談…109
●障害のあるお子さんへ…83・86
●小学校…108
●中学校…108
●転校の手続き…108
●学資援助…110

●求職者の方向けの
相談窓口…59

●働いている方向けの
相談窓口…59

●就職・退職した時に必要に
なる国保の手続き…90

●転入・転居・転出届
…64

●戸籍・住民票などの証明
…68

●各種相談…56
●ペット…106
●ごみ・リサイクル…115
●上・下水道…121
●税金…127
●市民の声・広報…130

●地域活動支援
…88・100

●相談窓口…57
●在宅・施設の福祉サービス

…86
●医療を受けるために…89
●国民年金…93
●介護保険…96
●健康な体づくりのために…103

●戸籍などの届け出…64
●ご不幸に関するお金の支援…91・93
●葬儀…71

●相談…62
●戸籍などの届け出…64

●避難場所・避難所…40
●休日・夜間診療・救急病院…32
●防犯…46

妊娠・出産

子育て
学校教育

就職・退職

結婚
引越し・住まい

生活
地域活動

高齢者介護

ご不幸 緊急時

新型コロナウイルス感染
症の状況により、相談窓
口や検査等を閉鎖・中止、
または、内容・日時を変更
している場合があります。
ご利用の際は、事前に市
ホームページや電話等で
ご確認ください。

ライフサイクル
インデックス
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