
　次の行政手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
　※一覧に記載されていない手続きもあります。

№ 項目 手続きの名称 担当課

1 償却資産申告書

2 納税管理人申告（申請）書

3 減免申請書（軽自動車税種別割）

4 減免申請書（固定資産税・都市計画税）

5 退職所得申告書・退職所得特別徴収票（個人住民税）

6 市民税県民税給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書（個人住民税）

7 市・県民税申告書（個人住民税）　※H29年度以後の年度分

8 給与支払報告書（個人住民税）　※H29年度以後の年度分

9 国民健康保険税申告書

10 国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書

11 市税納期限延長申請書

12 換価の猶予（期間の延長）申請書

13 市税徴収猶予（期間の延長）申請書

14 市・県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書
企画課
64-3141

15 資格取得の届出に係る届書

16 住所地特例に関する届出に係る届書

17 特別の事情に関する届出に係る届書

18 原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る届書

19 被保険者証等の再交付の申請に係る申請書

20 世帯主の変更の届出に係る届書

21 資格喪失の届出に係る届書

22 基準収入額による判定に係る申請書

23 食事療養標準負担額減額認定申請書

24 生活療養標準負担額減額認定申請書

25 療養費支給申請書

26 特別療養費支給申請書

27 移送費支給申請書

28 特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申請に係る申請書

29 特定疾病認定申請書

30 限度額適用認定の申請に係る申請書

31 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書

32 高額療養費支給申請書

33 高額療養費（外来年間合算）支給申請書

34 高額介護合算療養費支給申請書

税

マイナンバー（個人番号）が必要な主な手続きについて

国
民
健
康
保
険

国保医療
年金課
64‐3149

１　窓口でマイナンバー(個人番号)が必要となる手続き

納税課
64-3214

市税課
64‐3145

こ



№ 項目 手続きの名称 担当課

35 出産育児一時金支給申請書

36 葬祭費支給申請書

37 一部負担金減額又は徴収猶予の申請に係る申請書

38 資格取得の届出に係る届書

39 住所地特例に関する届出に係る届書

40 被保険者証等の再交付の申請に係る申請書

41 資格変更の届出に係る届書

42 資格喪失の届出に係る届書

43 基準収入額適用申請に係る申請書

44 特定疾病認定の申請に係る申請書

45 限度額適用認定の申請に係る申請書

46 療養費の支給の申請に係る申請書

47 高額療養費の支給の申請に係る申請書

48 高額介護合算療養費の支給の申請に係る申請書

49 国民年金被保険者関係届書（申出書）

50 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

51 国民年金保険料学生納付特例申請書

52 未支給年金・未支払給付金請求書

53 福祉医療費受給者証交付・更新申請書

54 母子家庭等医療費受給者証交付・更新申請書

55 高校生等医療費支給申請書兼資格確認書

56 身体障害者手帳交付申請書

57 身体障害者居住地等変更届書

58 身体障害者手帳再交付申請書

59 身体障害者手帳返還届

60 精神障害者保健福祉手帳交付申請書

61 居住地等変更届（精神障害者保健福祉手帳）

62 障害等級変更申請書（精神障害者保健福祉手帳）

63 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書

64 自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請書（新規・更新・再申請・変更）

65 自立支援医療（精神通院医療）受給者証等記載事項変更届

66 自立支援医療（精神通院医療）受給者証再交付申請書

67
（介護給付費　訓練等給付費　特定障害者特別給付費地域相談支援給付費　療養介護医療費）

支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

68 （特例介護給付費　特例訓練等給付費　特例地域相談支援給付費）支給申請書

69
（介護給付費　訓練等給付費 特定障害者特別給付費　療養介護医療費）

支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

70 受給者証再交付申請書（障害福祉サービス）

71 高額障害福祉サービス費等支給申請書

72 申請内容変更届出書（障害福祉サービス・障害児通所支援）

73
（計画相談支援　障害児相談支援）給付費支給申請書
（計画相談支援　障害児相談支援）依頼（変更）届出書

74 特例障害児通所給付費支給申請書

75 障害児通所給付費支給申請書兼 利用者負担額減額・免除等申請書

76 障害児通所給付費支給変更申請書兼 利用者負担額減額・免除等変更申請書

77 受給者証再交付申請書（障害児通所支援）

78 高額障害児（通所・入所）給付費支給申請書

国保医療
年金課
64‐3149
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№ 項目 手続きの名称 担当課

79 障害児福祉手当認定請求書

80 障害児福祉手当（福祉手当）所得状況届

81 特別障害者手当認定請求書

82 特別障害者手当所得状況届

83 障害児福祉手当・特別障害者手当・福祉手当資格喪失届

84 自立支援医療費（更生医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更）

85 自立支援医療（更生医療）受給者証等記載事項変更届

86 自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書（新規・再認定・変更）

87 自立支援医療（育成医療）受給者証等記載事項変更届

88 自立支援医療（更生医療・育成医療）受給者証再交付申請書

89 補装具費（購入・修理）支給申請書

90 生活保護 生活保護申請書

91 支援給付
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律等による支援給付（開始・変更）申請書

92 児童手当・特例給付　認定請求書

93 児童手当　認定請求書（施設等受給者用）

94 児童手当・特例給付　別居監護申立書

95 児童手当・特例給付　個人番号変更等申立書

96 児童扶養手当　認定請求書

97 児童扶養手当　額改定請求書

98 児童扶養手当　支給停止関係届

99 児童扶養手当　事実婚の解消及び未婚の父子又は母子に関する調書

100 児童扶養手当　16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書

101 児童扶養手当住所（転入）・支払金融機関変更届

102 特別児童扶養手当　認定請求書

103 特別児童扶養手当　額改定請求書

104 特別児童扶養手当　額改定届

105 特別児童扶養手当　資格喪失届

106 特別児童扶養手当　所得状況届

107 特別児童扶養手当　証書亡失届

108 特別児童扶養手当　受給者死亡届（未支払手当請求書）

109 高等職業訓練促進給付金等支給申請書

110 自立支援教育訓練給付金支給事業対象講座指定申請書

111 自立支援教育訓練給付金支給申請書

112 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金申請書

113 助産施設入所申込書

114 母子生活支援施設入所申込書

115 保育 保育所等入所（園）申込のための給付認定申請書
幼児教育課

64‐3222

116 介護保険　負担限度額認定申請書

117 介護保険　基準収入額適用申請書

118 介護保険　要介護認定・要支援認定　要介護更新認定・要支援更新認定　申請書

119 介護保険　要介護認定・要支援認定区分変更　申請書

120 介護保険　サービスの種類指定変更申請書

121 居宅サービス計画作成依頼（変更）届出書

122 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

地域福祉課
64‐3154
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№ 項目 手続きの名称 担当課

123 介護保険　資格取得届

124 介護保険　被保険者証交付申請書

125 介護保険　被保険者証等再交付申請書

126 介護保険　住所地特例　適用・変更・終了届

127 介護保険　特定負担限度額認定申請書（旧措置入所者に関する認定申請）

128 介護保険　高額介護（予防）サービス費支給申請書

129 介護保険　居宅介護（介護予防）福祉用具購入費支給申請書（償還払用）（受領委任払用）

130 介護保険　居宅介護（介護予防）住宅改修支給申請書（償還払用）（受領委任払用）

131 介護保険　居宅介護（支援）サービス費等支給申請書（償還払用）

132 介護保険料　減免申請書

133 介護保険料　徴収猶予申請書

134 介護保険給付の支払方法変更措置終了申請（届出）書

135 介護保険　給付額減額措置終了申請書

136 介護保険　利用者負担額　減額・免除等申請書（旧措置入所者に関する認定申請）

137 介護保険給付の支払一時差止措置終了申請（届出）書

138 養育医療給付申請書

139 妊娠届出書

140 市営住宅入居申込書

141 市営住宅同居承認申請書

142 市営住宅承継承認申請書

143 収入状況報告書

144 特定公共賃貸住宅入居申込書

※１　法律等の改正によって、変更になる場合があります。

※２　上表は主たる手続きの例示であって、これら以外にも個人番号が必要な場合があります。　

市
営
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宅
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都市計画課
64-3163

母子保健
健康課
63‐5121
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険

高年福祉課
64‐3155

（裏面）イメージ 

２ 個人番号を利用する際は、本人確認を行います 

個人番号の記入が必要な書類などを提出する際は、「番号確認」と「本人確認」を

行いますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真付の身分証明書をお持ちでない場合は、写真表示のない身元確認書類 

(健康保険被保険者証など）を２点提示していただきます。 

 

 

個人番号カードとは？ 
平成２８年１月から希望者に無料で交付される顔写真付きＩＣ 

カードです。個人番号の提示が必要な場面で、個人番号を確認す 

るだけでなく、本人確認も同時にできる唯一のカードです。 
 

個人番号カードで利用できるサービス 

☆ ｅ－Ｔａｘなど電子申請ができます。 

☆ たつの市の住民票の写し、印鑑登録証明書、所得証明書等 

を全国の主要なコンビニで取得できます。 

☆ 申請により印鑑登録証として使用することができます。 

☆ 情報提供等記録開示システム(マイナポータル)が利用でき 

ます。（平成２９年１月利用開始予定） 

 

 
窓口で個人番号が必要となる手続きに関する問合せは、各担当課へ 

個人番号カードに関する問合せは、本庁市民課、各総合支所市民福祉課へ 

本市民課 0791-64-3147(直)  新市民福祉課 0791-75-0253 (直)  

揖市民福祉課 0791-72-2523(直)  御市民福祉課 079-322-1451(直） 

その他、社会保障・税番号制度に関する問合せは、本庁情報推進課へ 

本情報推進課 0791-64-3203(直) 

 

（表面）イメージ 

通知カード又は個人番号記載の住民票の写しで「番

号確認」を行い、さらに運転免許証、パスポートなど写

真付の身分証明書により「本人確認」を行います 

「番号確認」と「本人確認」が 

個人番号カードで行えます 

番号確認 
（通知カード又は個人

番号記載の住民票） 

本人確認 
（運転免許証、

パスポートなど） 

※写真付の身分証明書をお持ちでない場合は、写真表示のない身元確認書類
（健康保険被保険者証など）を2点提示していただきます。

※通知カードは、記載事項（氏名・住所等）が住民票の記載事項と一致している
場合に限り、マイナンバー（個人番号）を証明する書類として利用できます。

２ マイナンバー(個人番号)を利用する際は、本人確認を行います

マイナンバー（個人番号）の記入が必要な書類などを提出する際は、「番号確認」と

「本人確認」を行いますので、ご協力をお願いします。


