
担当課名（カタカナ） 担　当　課　名
問い合わせ先
(直通電話）

ｱﾗｼﾞﾕｸｼﾖｳ 新宿小学校 049-246-4227

ｲｽﾞﾐｼﾖｳｶﾞ 泉小学校 049-242-3119

ｲｾﾊﾗｺｳﾐﾝｶ 伊勢原公民館 049-237-5676

ｲﾁﾘﾂｺｳｺｳ 市立川越高等学校 049-243-0800

ｲﾏﾅﾘｶﾞﾂｺｳ 今成学校給食センター 049-223-0891

ｲﾏﾅﾘｼﾖｳｶﾞ 今成小学校 049-224-3534

ｳｼｺｼﾖｳｶﾞﾂ 牛子小学校 049-245-6702

ｳﾜﾄﾞｼﾖｳｶﾞ 上戸小学校 049-232-7200

ｴｲｾｲｹﾝｻｶ 衛生検査課 049-227-5104

ｵｵﾂｶｼﾖｳｶﾞ 大塚小学校 049-245-2929

ｵﾘﾝﾋﾟﾂｸﾀｲ オリンピック大会室 049-224-6315

ｶｲｹｲｼﾂ 会計室 049-224-6051

ｶｲｺﾞﾎｹﾝｶ 介護保険課 049-224-6402

ｶｲﾊﾂｼﾄﾞｳｶ 開発指導課 049-224-5978

ｶｽﾐｶﾞｾｷｺｳ 霞ケ関公民館 049-231-1009

ｶｽﾐｶﾞｾｷｼﾐ 霞ケ関市民センター 049-231-2102

ｶｽﾐｶﾞｾｷｼﾖ 霞ケ関小学校 049-231-1303

ｶｽﾐｶﾞｾｷﾁﾕ 霞ケ関中学校 049-231-1302

ｶｽﾐｷﾀｺｳﾐﾝ 霞ケ関北公民館 049-231-4455

ｶｽﾐｷﾀｼﾐﾝｾ 霞ケ関北市民センター 049-231-0221

ｶｽﾐｷﾀｼﾖｳｶ 霞ケ関北小学校 049-231-1968

ｶｽﾐﾆｼｺｳﾐﾝ 霞ケ関西公民館 049-227-6551

ｶｽﾐﾆｼｼﾖｳｶ 霞ケ関西小学校 049-232-8500

ｶｽﾐﾆｼﾁﾕｳｶ 霞ケ関西中学校 049-231-0188

ｶｽﾐﾐﾅﾐｼﾖｳ 霞ケ関南小学校 049-232-0395

ｶｽﾐﾋｶﾞｼｼﾖ 霞ケ関東小学校 049-232-4871

ｶｽﾐﾋｶﾞｼﾁﾕ 霞ケ関東中学校 049-232-4606

ｶｾﾝｶ 河川課 049-224-6041

ｶﾞﾂｺｳｶﾝﾘｶ 学校管理課 049-224-6109

ｶﾞﾂｺｳｷﾕｳｼ 学校給食課 049-223-6035

ｶﾜｺﾞｴｼﾖｳｶ 川越小学校 049-222-0309

ｶﾜｺﾞｴﾆｼｼﾖ 川越西小学校 049-231-0181

ｶﾜｺﾞｴﾆｼﾁﾕ 川越西中学校 049-231-0641

ｶﾜﾂﾙｺｳﾐﾝｶ 川鶴公民館 049-233-9306

ｶﾜﾂﾙｼﾐﾝｾﾝ 川鶴市民センター 049-233-6910

ｶﾝｷﾖｳｼｾﾂｶ 環境施設課 049-239-6901

ｶﾝｷﾖｳｾｲｻｸ 環境政策課 049-224-5866

支払担当課・通帳印字名対照表(五十音順）
＊通帳へは「カワ　担当課名（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。
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ｶﾝｷﾖｳﾀｲｻｸ 環境対策課 049-224-5894

ｶﾝｺｳｶ 観光課 049-224-5940

ｶﾝｻｲｲﾝｼﾞﾑ 監査委員事務局 049-224-6132

ｶﾝｻﾞｲｶ 管財課 049-224-5633

ｷﾞｶｲｼﾞﾑｷﾖ 議会事務局 049-224-6062

ｷﾞｼﾞﾕﾂｶﾝﾘ 技術管理課 049-224-5697

ｷﾀｺｳﾐﾝｶﾝ 北公民館 049-222-1400

ｷﾖｳｲｸｻﾞｲﾑ 教育財務課 049-224-6083

ｷﾖｳｲｸｼﾄﾞｳ 教育指導課 049-224-5483

ｷﾖｳｲｸｾﾝﾀ- 教育センター 049-235-7591

ｷﾖｳｲｸｿｳﾑｶ 教育総務課 049-224-6074

ｷﾞﾖｳｾｲｶｲｶ 行政改革推進課 049-224-5505

ｸｼﾞﾗｲﾁﾕｳｶ 鯨井中学校 049-231-0255

ｹｲﾔｸｶ 契約課 049-224-5632

ｹﾝｺｳｶﾝﾘｶ 健康管理課 049-229-4126

ｹﾝｺｳﾂﾞｸﾘｼ 健康づくり支援課 049-229-4121

ｹﾝｾﾂｶﾝﾘｶ 建設管理課 049-224-5987

ｹﾝﾁｸｼﾄﾞｳｶ 建築指導課 049-224-5974

ｹﾝﾁｸｼﾞﾕｳﾀ 建築住宅課 049-224-6049

ｺｳｴﾝｾｲﾋﾞｶ 公園整備課 049-224-5965

ｺｳﾁﾖｳｶ 広聴課 049-224-5011

ｺｳﾂｳｾｲｻｸｶ 交通政策課 049-224-5519

ｺｳﾎｳｼﾂ 広報室 049-224-5495

ｺｳｼﾖｳｲﾘﾖｳ 高齢・障害医療課 049-224-5842

ｺｳﾚｲｼﾔｲｷｶ 高齢者いきがい課 049-224-5809

ｺｸｻｲﾌﾞﾝｶｺ 国際文化交流課 049-224-5506

ｺｸﾐﾝｹﾝｺｳﾎ 国民健康保険課 049-224-5836

ｺﾄﾞﾓｲｸｾｲｶ こども育成課 049-224-5724

ｺﾄﾞﾓｶﾃｲｶ こども家庭課 049-224-5821

ｺﾄﾞﾓｾｲｻｸｶ こども政策課 049-224-6278

ｺﾖｳｼｴﾝｶ 雇用支援課 049-227-5776

ｻｲｼﾞﾖｳ 斎場 049-224-6144

ｻﾞｲｾｲｶ 財政課 049-224-5618

ｻﾝｷﾞﾖｳｼﾝｺ 産業振興課 049-224-5934

ｻﾝｷﾞﾖｳﾊｲｷ 産業廃棄物指導課 049-239-7007

ｼｹﾞﾝｼﾞﾕﾝｶ 資源循環推進課 049-239-6267

ｼｻﾝｾﾞｲｶ 資産税課 049-224-5642

ｼﾄﾞｳｶﾝｻｶ 指導監査課 049-224-6237

ｼﾐﾝｶ 市民課 049-224-5739

ｼﾐﾝｾﾞｲｶ 市民税課 049-224-5637

ｼﾔｶｲｼﾎﾝﾏﾈ 社会資本マネジメント課 049-224-6377

ｼﾕｳｼﾕｳｶﾝﾘ 収集管理課 049-239-5058
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ｼﾕｳｾﾞｲｶ 収税課 049-224-5686

ｼﾕｳﾉｳﾀｲｻｸ 収納対策課 049-224-6179

ｼﾖｳｶﾞｲｼﾔﾌ 障害者福祉課 049-224-5785

ｼﾞﾖｳﾅﾝﾁﾕｳ 城南中学校 049-242-0978

ｼﾞﾖｳﾎｳﾄｳｹ 情報統計課 049-224-5561

ｼﾖｸｲﾝｶ 職員課 049-224-5553

ｼﾖｸﾋﾝｶﾝｷﾖ 食品・環境衛生課 049-227-5103

ｼﾝｶﾞｼｴｷｼﾕ 新河岸駅周辺地区整備事務所 049-244-5588

ｼﾞﾝｹﾝｽｲｼﾝ 人権推進課 049-224-5579

ｽｶﾞﾏｶﾞﾂｺｳ 菅間学校給食センター 049-223-3038

ｽｶﾞﾏﾀﾞｲﾆ 菅間第二学校給食センター 049-229-6670

ｽﾅﾁﾕｳｶﾞﾂｺ 砂中学校 049-242-6588

ｽﾎﾟ-ﾂｼﾝｺｳ スポーツ振興課 049-224-6094

ｾｲｶﾂﾌｸｼｶ 生活福祉課 049-224-5784

ｾｲｻｸｷｶｸｶ 政策企画課 049-224-5503

ｾﾝｷﾖｶﾝﾘｲｲ 選挙管理委員会事務局 049-224-6120

ｾﾝﾊﾞｼﾖｳｶﾞ 仙波小学校 049-222-0195

ｿｳﾑｶ 総務課 049-224-5550

ﾀﾞｲｲﾁｼﾖｳｶ 川越第一小学校 049-222-0308

ﾀﾞｲｲﾁﾁﾕｳｶ 川越第一中学校 049-222-1204

ﾀﾞｲﾄｳｺｳﾐﾝ 大東公民館 049-243-0022

ﾀﾞｲﾄｳｼﾐﾝｾ 大東市民センター 049-243-3426

ﾀﾞｲﾄｳﾁﾕｳｶ 大東中学校 049-243-3738

ﾀﾞｲﾄｳﾆｼｼﾖ 大東西小学校 049-243-3910

ﾀﾞｲﾄｳﾆｼﾁﾕ 大東西中学校 049-246-7166

ﾀﾞｲﾄｳﾋｶﾞｼ 大東東小学校 049-243-3105

ﾀﾞｲﾄｳﾐﾅﾐｺ 大東南公民館 049-242-0498

ﾀｶｼﾅｷﾀｼﾖｳ 高階北小学校 049-244-0988

ﾀｶｼﾅｺｳﾐﾝｶ 高階公民館 049-242-6064

ﾀｶｼﾅｼﾐﾝｾﾝ 高階市民センター 049-242-0600

ﾀｶｼﾅｼﾖｳｶﾞ 高階小学校 049-242-0689

ﾀｶｼﾅﾁﾕｳｶﾞ 高階中学校 049-242-1010

ﾀｶｼﾅﾄｼﾖｶﾝ 高階図書館 049-238-7550

ﾀｶｼﾅﾆｼｼﾖｳ 高階西小学校 049-243-6042

ﾀｶｼﾅﾆｼﾁﾕｳ 高階西中学校 049-244-6741

ﾀｶｼﾅﾐﾅﾐｺｳ 高階南公民館 049-245-3581

ﾀｶｼﾅﾐﾅﾐｼﾖ 高階南小学校 049-242-7566

ﾀﾞﾝｼﾞﾖｷﾖｳ 男女共同参画課 049-224-5723

ﾁｲｷｷﾖｳｲｸｼ 地域教育支援課 049-224-6086

ﾁｲｷﾂﾞｸﾘｽｲ 地域づくり推進課 049-224-5705

ﾁｲｷﾎｳｶﾂｹｱ 地域包括ケア推進課 049-224-6087

ﾁﾕｳｵｳｺｳﾐﾝ 中央公民館 049-222-1394

ﾁﾕｳｵｳｼﾖｳｶ 中央小学校 049-222-0310

ﾁﾕｳｵｳﾄｼﾖｶ 中央図書館 049-222-0559

- 3 -



担当課名（カタカナ） 担　当　課　名
問い合わせ先
(直通電話）

ﾂｷｺﾞｴｼﾖｳｶ 月越小学校 049-222-2261

ﾃﾗｵｼﾖｳｶﾞﾂ 寺尾小学校 049-245-9555

ﾃﾗｵﾁﾕｳｶﾞﾂ 寺尾中学校 049-245-6701

ﾄﾞｳﾛｶﾞｲﾛｶ 道路街路課 049-224-5989

ﾄﾞｳﾛｶﾝｷﾖｳ 道路環境整備課 049-224-6029

ﾄｸﾍﾞﾂｼｴﾝｶ 特別支援学校 049-222-2753

ﾄｼｹｲｶｸｶ 都市計画課 049-224-5945

ﾄｼｹｲｶﾝｶ 都市景観課 049-224-5961

ﾄｼｾｲﾋﾞｶ 都市整備課 049-224-5964

ﾅｸﾞﾜｼｺｳﾐﾝ 名細公民館 049-231-0001

ﾅｸﾞﾜｼｼﾐﾝｾ 名細市民センター 049-231-2202

ﾅｸﾞﾜｼｼﾖｳｶ 名細小学校 049-231-2216

ﾅｸﾞﾜｼﾁﾕｳｶ 名細中学校 049-231-2213

ﾆｼｸﾞﾁﾏﾁﾂﾞ 川越駅西口まちづくり推進室 049-245-6011

ﾆｼﾄｼﾖｶﾝ 西図書館 049-237-5660

ﾉｳｷﾞﾖｳｲｲﾝ 農業委員会事務局 049-224-6134

ﾉｳｾｲｶ 農政課 049-224-5940

ﾉﾀﾞﾁﾕｳｶﾞﾂ 野田中学校 049-246-8484

ﾊｸﾌﾞﾂｶﾝ 博物館 049-222-5399

ﾊﾂｶﾘﾁﾕｳｶﾞ 初雁中学校 049-222-0749

ﾋｶﾞｼﾁﾕｳｶﾞ 東中学校 049-235-2731

ﾋｶﾞｼﾄｼﾖｶﾝ 川越駅東口図書館 049-228-7712

ﾋﾞｼﾞﾕﾂｶﾝ 美術館 049-228-8080

ﾋｼﾖｼﾂ 秘書室 049-224-5491

ﾋﾛﾔｼﾖｳｶﾞﾂ 広谷小学校 049-233-3941

ﾌｸｼｽｲｼﾝｶ 福祉推進課 049-224-5769

ﾌｸﾊﾗｺｳﾐﾝｶ 福原公民館 049-242-5005

ﾌｸﾊﾗｼﾐﾝｾﾝ 福原市民センター 049-243-4015

ﾌｸﾊﾗｼﾖｳｶﾞ 福原小学校 049-243-4036

ﾌｸﾊﾗﾁﾕｳｶﾞ 福原中学校 049-243-4140

ﾌｼﾞﾐﾁﾕｳｶﾞ 富士見中学校 049-242-0931

ﾌﾙﾔｺｳﾐﾝｶﾝ 古谷公民館 049-235-1834

ﾌﾙﾔｼﾐﾝｾﾝﾀ 古谷市民センター 049-235-2621

ﾌﾙﾔｼﾖｳｶﾞﾂ 古谷小学校 049-235-0193

ﾌﾞﾝｶｹﾞｲｼﾞ 文化芸術振興課 049-224-6157

ﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｺ 文化財保護課 049-224-6097

ﾎｲｸｶ 保育課 049-224-5827

ﾎﾞｳｻｲｷｷｶﾝ 防災危機管理室 049-224-5554

ﾎﾞｳﾊﾝｺｳﾂｳ 防犯・交通安全課 049-224-5721

ﾎｹﾝｲﾘﾖｳｽｲ 保健医療推進課 049-224-5832

ﾎｹﾝｿｳﾑｶ 保健総務課 049-227-5101

ﾎｹﾝﾖﾎﾞｳｶ 保健予防課 049-227-5102

ﾐﾅﾐｺｳﾐﾝｶﾝ 南公民館 049-243-0038

ﾐﾅﾐﾌﾙﾔｺｳﾐ 南古谷公民館 049-235-1519
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ﾐﾅﾐﾌﾙﾔｼﾐﾝ 南古谷市民センター 049-235-1835

ﾐﾅﾐﾌﾙﾔｼﾖｳ 南古谷小学校 049-235-2150

ﾐﾅﾐﾌﾙﾔﾁﾕｳ 南古谷中学校 049-235-2664

ﾑｻｼﾉｼﾖｳｶﾞ 武蔵野小学校 049-242-1394

ﾔﾏﾀﾞｺｳﾐﾝｶ 山田公民館 049-224-0194

ﾔﾏﾀﾞｼﾐﾝｾﾝ 山田市民センター 049-222-0693

ﾔﾏﾀﾞｼﾖｳｶﾞ 山田小学校 049-222-2042

ﾔﾏﾀﾞﾁﾕｳｶﾞ 山田中学校 049-222-2043

ﾖｳﾁｶ 用地課 049-224-6019

ﾖｼﾉｺｳﾐﾝｶﾝ 芳野公民館 049-222-1873

ﾖｼﾉｼﾐﾝｾﾝﾀ 芳野市民センター 049-222-1873

ﾖｼﾉｼﾖｳｶﾞﾂ 芳野小学校 049-222-1264

ﾖｼﾉﾁﾕｳｶﾞﾂ 芳野中学校 049-222-1265

ﾘﾖｳｲｸｼｴﾝｶ 療育支援課 049-224-6247

ﾜｸﾁﾝｾﾂｼﾕ 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 049-229-4127
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