
離婚されるときの各種手続等のご案内 令和３年３月現在

連絡先

048-464－8609　

048-423-5600

048-463-2233

048-452-7608

048-450-4706・4642

048-460-1915

048-468-2312　

048-464-0194

048-466-2658

048-424-9116

188

048-452-7602　

048-468-2311

048-464-7505

048-424-9105

048－424-9124

☎担当窓口　市役所1階　戸籍住民課住民担当　 048-424-9112

相談種類 相談内容 予約担当課

法律相談　　　　
（３０分間）

離婚等の手続について

税務相談　　　　
（３０分間）

税金に関する相談について

女性相談　　　　
（４５分間）

女性が抱える様々な悩みにつ
いて

年金・社会保険・　　　　
労働相談　　　　　

（４０分間）

年金・社会保険・労働問題に
関する相談について

不動産相談         
（３０分間）

不動産の売買・賃貸等の取引
等に関する相談について

（公社）埼玉県宅地建
物取引業協会県南支部

☎048-468-1717　　

必要となる手続等は、離婚される方の状況によって異なります。不明な点がありましたらご相談ください。該当のある場合は、
手続をお願いします。市役所以外での手続については、必ずそれぞれの担当窓口にお問い合わせください。
※離婚される方の住所が和光市以外の場合は、住所地の市区町村役場にお問い合わせください。

【相談のご案内】詳しくは各連絡先へお問い合わせください。

項目 相談内容 場所

市役所6階　和光市ふるさとハローワーク

和光市くらし・仕事相談センター すてっぷ（本町
20－25パルテール和光101）

ハローワーク朝霞（朝霞市本町1-1-37）

くらし くらし・家計に関する相談
和光市くらし・仕事相談センター すたんど・あっ
ぷ和光      (南1-23-1　和光市総合福祉会館内）

南子育て世代包括支援センター（南2-3-3みなみ保
育園2階）

本町子育て世代包括支援センター（本町31-6キッズ
エイド和光保育園1階）

中央子育て世代包括支援センター（中央統合型地域
包括支援センター)(丸山台2-20-15）

北子育て世代包括支援センター（白子3-29-10しら
こ保育園3階）

北第二子育て世代包括支援センター（新倉1-16-22
おやこ広場もくれんハウス）

市役所6階　和光市消費生活センター

消費者ホットライン

南地域生活支援センター（南1-23-1総合福祉会館2
階）

中央地域生活支援センター（丸山台2-20-15）

北地域生活支援センター（本町28-8　3階）　

納税　　　　　
相談

納税が困難な方はお早めにご相談ください。　　　　   
（休日及び夜間納税相談も行っています。詳し
い日程は広報わこう、ホームページをご覧くだ
さい。）

市役所2階　収納課　徴収担当

DVに　　　　　
関する　　　
相談

配偶者等からの暴力にあった場合の相談 市役所1階　地域包括ケア課　包括支援担当

市民無料相談の予約や利用方法等については、予約担当課へお問い合わせください。※予約担当課では、予約のみ承ります。

相談対応

弁護士（埼玉弁護士会所属）　　　　　　　　　　　　　　　　
※同じ案件の場合は6か月間は再相談をお受けでき

ません。

税理士（関東信越税理士会朝霞支部所属）

女性心理カウンセラー

社会保険労務士                                    　　　
（埼玉県社会保険労務士会あさか支部所属）

不動産無料相談員

就労相談 仕事を探している

子育て　　　　
相談

妊娠・出産・子育てに関する相談窓口

消費生活 　　 
相談

債務に関する相談

障害の　　　
ある人の　   

相談
障害のある人の相談や日常生活の支援

ＤＶ、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の
交付等を不当に利用して、被害者の個人情報（特に住所）が加害者に入手されないように制限するための制度です。詳しくはお
問い合わせください。

市
民
無
料
相
談

市役所６階
市民活動推進課

相談・消費者担当
☎048-424-9129

ＤＶ等の被害に遭われている方の住民基本台帳事務における支援措置について



項目 確認 手続内容 手続等が必要な場合 内容・必要なもの等 担当窓口

□ 印鑑登録 新たに印鑑登録をする場合
□印鑑
□本人確認書類（運転免許証等）
□旧姓の印鑑登録証（所有者のみ）

□
住民基本台帳カード・マイナン
バーカードの券面記載事項変更

姓や住所が変わる場合
□住民基本台帳カードまたはマイナンバー
カード　※暗証番号が必要です。

□
マイナンバーカードの電子証明
の再発行

姓や住所が変わる場合
□マイナンバーカード　　　　　　　　　　　　　
※暗証番号が必要です。

□ 住民票等の異動
転入、転出、転居、世帯分
離等をされる場合

□本人確認資料（運転免許証等）
□住所地発行の転出証明書（転入の場合）                                
□住民基本台帳カードまたはマイナンバー
カード全員分（転入・転居の場合）　　　　　　　　　　　　　　
※暗証番号が必要です。　　　　　　　　　　　　　　　　
□在留カードまたは特別永住者証明書（外国
人の場合）　　　　　　　　　　　　

介
護
保
険

□
介護保険被保険者証の記載事項
変更

市役所1階
健康保険医療課
保険料年金担当
☎048-424-9139

□
国民健康保険被保険者証・後期
高齢者医療保険被保険者証の記
載事項変更　　　　　　

世帯主の国民健康保険から
分離し、世帯主が変わる場
合

手続の必要はありません。世帯主の変更の際
は、後日新しい保険証を郵送します。

配偶者の勤務先の健康保険
の扶養から外れて国民健康
保険に加入する場合

□健康保険資格喪失証明書　　　　　　　　　　　
□本人確認資料（運転免許証等）

□ 氏名変更届 姓が変わる場合
手続の必要はありません。
※姓が変更になる場合は、年金手帳の氏名変
更欄をご自身で記載してください。

□ 年金分割請求

□
厚生年金を受給（加入）されて
いる場合

□ 種別変更手続
国民年金第3号被保険者か
ら国民年金第1号被保険者
へ変更する場合

□年金手帳
□社会保険離脱証明書など配偶者の被扶養で
なくなったことが確認できる書類

市役所1階
健康保険医療課
保険料年金担当
☎048-424-9139

□
身体障害者手帳・療育手帳・精
神障害者保健福祉手帳の記載事
項変更

手帳所持者の姓や住所が変
わる場合

□身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳
□印鑑

□ 障害者関係の手当等の受給
・手帳所持者の姓や住所が
変わる場合
・受給者が変わる場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

□
住民税・所得税のひとり親控除
および寡婦控除の申告

市役所2階
課税課
住民税担当
☎048-424-9102　　　　　　
朝霞税務署　　　　　　　　
朝霞市本町1-1-46　　　　　
☎048-467-2211

□
原付バイク（125ｃｃ以下）、小
型特殊自動車（農耕車両など）
の廃車・名義変更

該当車両所有者を変更する
場合

□ナンバープレート
□標識交付証明書
□印鑑
□（名義変更の場合）譲渡証明書
※上記以外に、戸籍謄本等が必要な場合があ
ります。詳しくは担当窓口へお問い合わせく
ださい。

市役所2階
課税課
諸税担当
☎048-424-9101

□
軽自動車（三輪・四輪）の　　　　　　
廃車・名義変更

該当車両所有者を変更する
場合

※詳しくは担当窓口にお問い合わせくださ
い。

軽自動車検査協会埼玉事
務所　所沢支所
入間郡三芳町大字北永井
360-3
☎050-3816-3111

□
普通自動車・二輪車（125ｃｃ
超）の廃車・名義変更

該当車両所有者を変更する
場合

※詳しくは担当窓口にお問い合わせくださ
い。

関東運輸局埼玉運輸支局　
所沢自動車検査登録事務
所
所沢市大字牛沼字下原兀
688-１
☎050-5540-2029

不
動
産

□ 不動産登記
不動産の登記を変更する場
合

※詳しくは担当窓口にお問い合わせくださ
い。

さいたま地方法務局志木
出張所　　　　　　　　　　　　
志木市本町1-4-25　　　　　
☎048-476-1230

手続の必要はありません。氏名・住所等の変更の際は、後日新しい保険
証を郵送します。

手続の必要はありません。氏名・住所等の変更の際は、後日新しい保険
証を郵送します。

※詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

住
民
登
録

市役所1階
戸籍住民課
住民担当
☎048-424-9112

国
民
健
康
保
険

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

市役所1階
健康保険医療課　　　　　　　　　

【国民健康保険】
国保医療政策担当
☎048-424-9127

【後期高齢者医療保険】
後期高齢者医療担当
☎048-424-9151

□ 国民健康保険への加入

年
金

日本年金機構
川越年金事務所
川越市脇田本町8-1 
U_PLACE 5階
☎049-242-2657または
ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165

年金の加入状況によって手続の要・不要、手続先、手続の期限等が異な
ります。※詳しくは担当窓口へお問い合わせください。

障
害
福
祉

市役所1階
社会援護課
障害給付担当
☎048-424-9123

税
金



項目 確認 手続内容 手続等が必要な場合 内容・必要なもの等 担当窓口

□ 上水道・下水道の利用
上下水道の中止・使用者の
変更をする場合

担当窓口へ電話でご連絡ください。

市役所2階
上下水道部
企業経営課
☎048-463-2151

□ 上水道の利用
給水装置（上水道）の　　
所有者を変更する場合

給水装置所有者変更届により新しい所有者へ
変更してください。
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

市役所2階
上下水道部
水道施設課
☎048-463-2153

□ 児童手当

受給者が変わる場合
※受給者及び児童の姓や住
所が変わる場合は変更届が
必要です。
※公務員の場合は、勤務先
へ届出が必要です。

□申請者の銀行口座が分かるもの
□申請者のマイナンバーカード
□本人確認書類（運転免許証等）
□共済組合に加入の場合は申請者の健康保険
証

□ 乳幼児医療費助成（未就学児）

□ 子ども医療費助成（小中学生）

□ 児童扶養手当

□ ひとり親家庭等医療費助成

□
母子・父子並びに寡婦福祉資金
貸付

□
ひとり親家庭自立支援（自立支
援教育訓練給付金等）

□ 世帯状況を変更する場合

□ 新たに入園を希望する場合

□
既に利用又は申請をしてお
り世帯状況を変更する場合

□ 新たに入所を希望する場合

□
児童生徒の世帯主（保護
者）を変更する場合

□
親・子いずれかまたは両方
の氏を変更する場合

□
就学援助制度の受給をして
いるまたは新たに申請する
場合

□
県立高等学校の入学金・学
費の補助の申請をする場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

各学校または埼玉県教育
局教育総務部財務課授業
料・奨学金担当　　　　　　　　　　　
☎048-830-6652

□
私立高等学校の学費等の一
部の補助の申請をする場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

各学校または埼玉県総務
部学事課高等学校担当
☎048-830-2725

□
埼玉県高等学校奨学金（貸
付）の申請をする場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

埼玉県教育局教育総務部
財政課授業料・奨学金担
当　　　　　　　　　　　
☎048-830-6652

□
高等学校・短大・大学・高専・
専修学校の学費の支援

日本学生支援機構奨学金の
申請をする場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

各学校の奨学金窓口

通
訳

□ 子育て通訳サポート

子育て中の外国籍家庭が幼
稚園・保育園・学校の説明
会や懇談会などにおいて通
訳が必要な場合

有償ボランティア　　　　　　　　　　　　　　　
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

NPO法人わこう子育て
ネットワーク　　　　　　　　　　
☎080-6743-5565

□
電気・ガス・NHK・インタ-ネッ
ト・ケーブルテレビ・電話等の
契約変更

契約者が変わる場合、姓や
住所が変わる場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

各会社営業所

□ 賃貸住宅の契約変更
契約者が変わる場合、姓や
住所が変わる場合

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

管理不動産会社等

□ 運転免許証の記載事項変更 姓や住所が変わる場合
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

最寄りの警察署

□
各金融機関預金口座、クレジッ
トカード、保険契約の変更

姓や住所が変わる場合
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

金融機関、クレジット会
社、保険会社等

□ 郵便物の転送 左記がある場合
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

最寄りの郵便局

上
下
水
道

受給者が変わる場合
※受給者及び児童の姓や住
所が変わる場合は変更届が
必要です。

□申請者の銀行口座が分かるもの
□子どもの健康保険証
□乳幼児･子ども医療費受給資格証

ひとり親家庭等で18歳まで
（一定の障害がある場合は
20歳まで）の児童を養育
し、受給要件を満たす場合

□申請者と子どもの戸籍謄本
□申請者の銀行口座が分かるもの
□申請者の年金手帳
□申請者と子どものマイナンバーカード
□本人確認書類（運転免許証等）
□申請者と子どもの健康保険証
□その他必要書類
※受給要件があります。詳しくは右記までお
問い合わせください。

※ご家庭の状況により利用できる制度や必要なものが異なりますので、
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。手続の冊子「和光市ひとり
親家庭のしおり」「和光市子育てガイド」もご用意しております。

保育園・小規模保育事業所等の
利用

※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

市役所1階
保育サポート課
支給認定担当
☎048-424-9130

学童クラブの利用
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

市役所1階
保育施設課
施設整備担当
☎048-424-9131

小・中学校にかかる手続
※詳しくは担当窓口へお問い合わせくださ
い。

市役所4階
学校教育課
学務担当
☎048-424-9148

高
等
学
校
等
の
修
学
支
援

高等学校等にかかる教育費の修
学支援

そ
の
他

乳
幼
児
・
児
童
・
生
徒

市役所２階
ネウボラ課　　　　　　　　　　　　　
手当医療担当
☎048-424-9140



必要な書類が足りない場合は後日改めてご来庁いただくことがあります。住民異動届（転出・転入・転居等）の手続は、市役所の開庁
時間内にお越しください。戸籍の届出について詳しくはお問い合わせください。 　

担当窓口 ☎和光市役所1階　戸籍住民課戸籍担当　 048-424-9111

離婚届や養子離縁届の提出や不受理申出の際には、本人確認を行います。運転免許証等公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類を
お持ちください。話し合いで離婚できないときは、離婚の訴えを提起することができます。また、未成年の子の親権について話し合いで決
まらないときも裁判所の関与が必要です。養育費について当事者間で話し合いがまとまらない場合や、話し合いができない場合は、家庭裁判所
に調停を申し立てて、養育費の支払いを求めることができます。詳しくは管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
※戸籍謄本は本籍地に届出の場合は不要になります。

届出先 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 届出期間 裁判確定の日から10日以内
届出人 夫と妻 届出先 夫婦の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
必要なもの 届出人の印鑑、届書、本人確認書類 届出人 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者

戸籍謄本※ （10日以内に届出しないときは、その相手方も届出
注意事項 未成年の子があるときは夫婦の一方を親権者に定め、 することができます。）

届書の該当部分に子の氏名を記載してください。 必要なもの 届出人の印鑑、届書
★届書には証人（成人２人）の署名押印が必要。 戸籍謄本※

調停、和解または認諾調書の謄本
審判書または判決書の謄本及び確定証明書

の本籍』欄を記入してください。 注意事項 裁判離婚の場合は証人は不要
【離婚の際に称していた氏を称する届】を同時に 未成年の子があるときは裁判により夫婦の一方が
提出する場合、離婚届の『婚姻前の氏に戻る者の本 親権者に定められているため、届書の該当部分に子
籍』欄は空欄です。 の氏名を記入してください。

届出期間
届出先
必要なもの
注意事項 離婚届と同時に提出する場合は、婚姻前の氏に戻ることなく婚姻中の氏を名乗ることができます。同時に提出されない場合は

婚姻前の氏に戻りますが、離婚の日から3か月以内に提出することで、婚姻中の氏を名乗ることができます。

届出期間
届出先 養親若しくは養子の本籍地または届出人の所在地の市区

町村役場
届出先 養親若しくは養子の本籍地または所在地の市区町村 届出人 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者

役場 （10日以内に届出しないときは、その相手方も届出
届出人 養親および養子☆ することができます。）

☆15歳未満の場合は離縁後の法定代理人 必要なもの 届出人の印鑑、届書（離縁する養子1人につき1枚必要）
必要なもの 届出人の印鑑、届書（離縁する養子1人につき1枚） 調停、和解または認諾調書の謄本

必要、本人確認書類 審判書または判決書の謄本及び確定証明書
養子および養親の戸籍謄本※ 養子および養親の戸籍謄本※
★届書には証人（成人２人）の署名押印が必要。 注意事項 裁判離縁の場合は証人は不要

.
届出期間
届出先
必要なもの
注意事項 7年以上の縁組期間がないと届出できません。離縁届と同時に提出する場合は、縁組前の氏に戻ることなく縁組中の氏を名乗る

ことができます。同時に提出されない場合は縁組前の氏に戻りますが、離縁の日から3か月以内に提出することで、縁組中の氏
を名乗ることができます。15歳未満は原則届出はできません。

対象の届出 婚姻届　協議離婚届　養子縁組届　協議の養子離縁届　任意認知届
申出期間 申出のあった日時分から効力が生じます（申出を取下げるまで、または対象の届出が正式に受理されるまで有効）
申出人 申出本人（15歳未満の場合は法定代理人）※申出人が来庁してください。原則として、郵送による方法は認められません。
申出先 申出人の本籍地または任意の市区町村役場(時間外窓口に申出されたいときは事前に申出先の市区町村へ確認をお願いします。)
必要なもの 申出書、本人確認書類

＃詳しくは管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。
＊離婚届だけでは、子の戸籍に変動はありません。
家庭裁判所に『子の氏の変更許可申立て』を
してから、入籍届を提出してください。

手続先 届出先 入籍者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
申立人 届出人 入籍者（入籍者が15歳未満の場合は親権者又は後見人）
必要なもの 必要なもの 届出人の印鑑、届書、戸籍謄本※

子が入籍しようとする親の戸籍謄本 家庭裁判所の『氏変更許可の審判書謄本』
申立書・子1人につき収入印紙800円分

～・～・～・～・～離婚届出・養子離縁届出・入籍届出・不受理申出～・～・～・～・～

婚姻前の氏に戻る場合は、『婚姻前の氏にもどる者

離婚の日から3か月以内
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人の印鑑、届書、戸籍謄本※

裁判確定の日から10日以内

離縁の日から3か月以内
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人の印鑑、届書、戸籍謄本※

子の住所を管轄する家庭裁判所
子（子が15歳未満の場合は子の親権者または後見人）
子の戸籍謄本

協議離婚（当事者間に離婚する意思の合致がある場合）

離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいとき【離婚の際に称していた氏を称する届（戸籍法77条の2の届）】

裁判離婚（裁判所が関与して離婚が成立する場合）

子を離婚後の父または母の新しい戸籍に入籍させたいとき

子の氏の変更許可申立て＃ 入籍届

（和光市の管轄の家庭裁判所）さいたま家庭裁判所　さいたま市浦和区高砂3-16-45　　　　　　

☏048-863-8844.8876（家事訟廷事務室　家事受付係）

裁判離縁(裁判所が関与して養子離縁が成立する場合）

協議離縁（母（父）が再婚相手と離婚後にその離婚相手と母
（父）の実子(親権者は実母（父））が離縁する場合等）

離縁後も縁組中の氏を名乗りたいとき【離縁の際に称していた氏を称する届（戸籍法73条の2の届）】

不受理申出(自らが窓口に来て届出したことを確認できない限り、届出を受理しないように申し出る制度）・不受理申出の取下げ

離婚届書　　　
共通事項


