相続おしかけ講座

埼玉県マスコット
「コバトン」＆「さいたまっち」

〜 将来、家族に負担をかけないための『相続ココだけの話』〜

講師は、相続に詳しい行政書士や司法書士

高齢者サロン、
自治会などの集会に講師を派遣

費用
無料

対話形式で相談しやすい講座です
※当該年度の予算が無くなり次第、講師の派遣は終了しますので予め御了承ください。

ぜひ、お申込みください！
■ 相続おしかけ講座 とは
「自分に何かがあったとき・・・」「認知症になったとき・・・」
家族に負担をかけないために『今できること』って何だろう・・・。

そんな悩みに
お応えします！

相続や認知症への“備え”について
専門家が分かりやすく説明してくれる講座です
※「相続おしかけ講座」は、埼玉県、市町村、埼玉司法書士会、埼玉県行政書士会及び埼玉県住宅供給公社が協働して実施する事業です。

■ お申込み方法
① 裏面の市町村窓口へ問合せ、申込書を入手
② 申込書に必要事項を記入し、市町村窓口へ提出
※申込書は、希望日1ヶ月前までにご提出ください。
※市町村窓口がない場合は、埼玉県建築安全課へご連絡ください。
＜講座に関する問合せ＞

埼玉県

都市整備部 建築安全課 企画担当
申込書や開催までの流れなど

−

電話 ０４８-８３０-５５２４
検索 埼玉県 相続おしかけ講座

埼玉県空き家対策連絡会議 （事務局：埼玉県都市整備部建築安全課）−

相続おしかけ講座 開催対象市町村空き家担当窓口一覧
市町村名
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課所名

令和3年4月1日現在
メール

電話番号

上尾市

交通防犯課

048-775-5138

s209000@city.ageo.lg.jp

朝霞市

開発建築課 住宅政策係

048-423-3854

kaihatu_kentiku@city.asaka.lg.jp

伊奈町

都市計画課

048-721-2111

tosikeikaku@town.saitama-ina.lg.jp

入間市

危機管理課

04-2964-1111

ir411000@city.iruma.lg.jp

小川町

都市政策課 開発建築担当

0493-72-1221

ogawa113@town.saitama-ogawa.lg.jp

桶川市

安心安全課

048-788-4927

anzen@city.okegawa.lg.jp

春日部市

住宅政策課

048-736-1111 (内線3620・3621)

jutaku@city.kasukabe.lg.jp

加須市

交通防犯課、各総合支所地域振興課 0480-62-1111 ほか

神川町

防災環境課

0495-77-2124

kankyou@town.kamikawa.saitama.jp

川越市

防犯・交通安全課

049-224-5721

bohankotsu@city.kawagoe.saitama.jp

川島町

まち整備課

049-299-1763

machiseibi@town.kawajima.saitama.jp

北本市

都市計画政策課

048-594-5574

a04000@city.kitamoto.lg.jp

行田市

建築開発課

048-556-1111(内線5616)

k-kaihatsu@city.gyoda.lg.jp

久喜市

都市整備課

0480-22-1111

toshiseibi@city.kuki.lg.jp

熊谷市

安心安全課 空家対策係

048-524-1111 （内線332）

anshinanzen@city.kumagaya.lg.jp

鴻巣市

建築住宅課

048-541-1321 （内線3263）

kenchiku@city.kounosu.saitama.jp

さいたま市

環境創造政策課

048-829-1325

kankyo-sozo-seisaku@city.saitama.lg.jp

kotsubohan@city.kazo.lg.jp

坂戸市

住宅政策課

049-283-1331 （内線543）

sakado65@city.sakado.lg.jp

幸手市

危機管理防災課

0480-43-1111（内線582・583）

bousai@city.satte.lg.jp

狭山市

都市計画課

04-2953-1111 （内線2220）

tosikei@city.sayama.saitama.jp

志木市

環境推進課

048-473-1111

kankyou@city.shiki.lg.jp

白岡市

環境課

0480-92-1111

kankyou@city.shiraoka.lg.jp

草加市

くらし安全課

048-922-3642

kurashianzen@city.soka.saitama.jp

秩父市

危機管理課

0494-22-2206

kiki@city.chichibu.lg.jp

鶴ヶ島市

都市計画課

049-271-1111 （内線242）

10600010@city.tsurugashima.lg.jp

ときがわ町

建設環境課 管理都市計画担当

0493-65-1539

kanri@town.tokigawa.lg.jp

所沢市

防犯交通安全課 防犯対策室

04-2998-9090

a9090@city.tokorozawa.lg.jp

戸田市

まちづくり推進課

048-441-1800

matidukuri@city.toda.saitama.jp

長瀞町

町民課

0494-66-3111

choumin@town.nagatoro.saitama.jp

新座市

交通防犯課

048-477-2484

―

蓮田市

建築指導課

048-768-3111

kenchiku@city.hasuda.lg.jp

鳩山町

産業環境課、政策財政課

049-296-5894、049-296-1212

h310@town.hatoyama.lg.jp

羽生市

環境課 環境保全係

048-561-1121 （内線295）

kankyou@city.hanyu.lg.jp

飯能市

まちづくり推進課

042-973-2268

toshi@city.hanno.lg.jp

東秩父村

企画財政課

0493-82-1254

kikaku@vill.higashichichibu.lg.jp

東松山市

住宅建築課

0493-21-1424

kaiken@city.higashimatsuyama.lg.jp

日高市

都市計画課

042-989-2111

tosikeikaku@city.hidaka.lg.jp

深谷市

自治振興課

048-574-8597

jiti@city.fukaya.saitama.jp

富士見市

建築指導課

049-252-7127

kensetsu@city.fujimi.saitama.jp

ふじみ野市

建築課 住宅政策係

049-262-9043

jyutaku@city.fujimino.saitama.jp

本庄市

都市計画課

0495-25-1136

tosikei@city.honjo.lg.jp

松伏町

新市街地整備課

048-991-1858

kaihatsu-m@town.matsubushi.lg.jp

三郷市

都市デザイン課

048-930-7833

toshikei@city.misato.lg.jp

美里町

建設環境課

0495-76-5134

toshikei@town.saitama-misato.lg.jp

皆野町

町民生活課

0494-62-1232

kankyo@town.minano.saitama.jp

宮代町

町民生活課

0480-34-1111

kankyo@town.miyashiro.saitama.jp

三芳町

自治安心課

049-258-0019

chiiki@town.saitama-miyoshi.lg.jp

毛呂山町

生活環境課

049-295-2112

seikatsu@town.moroyama.lg.jp

八潮市

都市計画課

048-996-3695

keikandesign@city.yashio.lg.jp

横瀬町

建設課

0494-25-0117

kensetsu@town.yokoze.saitama.jp

吉川市

危機管理課

048-982-9471

kikikanri2@ciy.yoshikawa.saitama.jp

吉見町

環境課

0493-63-5017

y-9022@town.yoshimi.saitama.jp

寄居町

自治防災課

048-578-8585

jichibousai@town.yorii.saitama.jp

嵐山町

環境課

0493-62-0719

r-kankyou01@town.ranzan.lg.jp

和光市

都市整備課

048-424-9145

e0100@city.wako.lg.jp

蕨市

建築課

048-433-7715

kenchiku@city.warabi.saitama.jp

