
表３表２

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

2020年 町制施行40周年に向けて

　この｢川北町暮らしの便利帳｣は、皆さんの生活に密着した｢地域情
報｣、｢行政情報｣、｢生活情報｣を1冊のガイドブックにまとめたもので
す。毎日の暮らしの中でぜひお役立てください。

暮らしの便利帳とは？

役場各課、教育委員会へのお問い合わせ電話番号は
すべて ☎076-277-1111(代表) です。
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戸籍の届出・各種登録は、町役場へ届け出てください

転入届
引っ越ししてきた日から
14日以内に届出

P8
印鑑登録
必要な人

P9

赤ちゃんが生まれたら

生まれた日から
14日以内に届出

出生届 P8

引っ越ししてきたら

転出届
引っ越す日の
約14日前から届出

P8

町外へ引っ越ししていくとき

転居届
引っ越しした日から
14日以内に届出

P8

町内で住まいが変わったら

死亡の事実を知った日から
7日以内に届出

死亡届 P8

● 出生届…P8
● 国民健康保険…P13
● 母子健康手帳…P24
● 妊婦健康診査…P24
● 出産祝金…P25

● 乳幼児医療費…P25
● 予防接種…P27
● 保育所…P27

育児 教育

成人

緊急時

生活

老後

● 放課後児童クラブ…P26
● 小学校・中学校…P28
● 就学援助制度など…P29

● 後期高齢者医療制度 …P14
● 国民年金…P15
● 介護保険…P16
● 高齢者福祉…P19

● 国民健康保険…P13
● 国民年金 …P15

● 婚姻届…P8
● 戸籍…P8
● 住民登録…P8
● 結婚新生活…P35

● 税金…P11
● 国民健康保険…P13
● 国民年金…P15
● 各種健診…P21
● ごみ…P30
● 上水道…P32
● 下水道…P33

結婚

誕生

結婚したら

届け出た日から効力

婚姻届 P8

家族が亡くなったら

● 防災…P4
● 火災…P7
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