
危機 管ＪＩ諜 ２４ ２３

入届 をさ れた　へ

◎ぶ下の手続きはお済みですか ７§拳し くは、各祖肖牒・係までお問い合わせく ださ い。

お手続きの際、対象者の力のマイナンバー（個人番号）カード ・印Ｓを１考参しておいて ください。

お問い合わせ先： 鬼ｊヒＲｒ役４（ ４５ －１ １１ １） 各甄線まで

役場からかかった電話は４ ５－ １１ １１ 又は４９ －６ ８０ ０で表示されますｏ

種類

印鑑登録

マイナンバー

カード

国民９康
保　　険

対象者　　　　　　 内容

要件を満たす希Ｍ 実印をを縁後、を縁
者　　　　　　　 証をを行します。

所持者　　　　　 住所変更

社会保険に加入し

こ螽：ごな被保険だの交付
職さ れた 方）

必要なもの

お問 い合 わせ くだ さい

マイナンバーカード

・被Ｊ１１者年金受給者は年金た書
・７ ０～ ７４ 歳の 方は 転出 丿自発行の

負担 Ｋ分等た 回書

・転入前にｉ』！職している場合
は、資格喪失証回書又は誨鷄ぶ
等の提■が必要な場合があ りま
す。

匹毘ヤ四で請太：謖昌ぼ

Ｈ。ｔ回二部昌兼兼・ぢ）゛　　ｙ款膣で。ｕ）
Ｅ療Ｒ険　 前住所まで何らか　　　ｇ　　 一　笹

鶚定を受 けてぃで票申請、簒定　・各種認定証回書
・請 求者名義 の預 金ａ帳

・請 求者 のＳ康保 険劭ミ

児ｔ手肖等受給対　　　　　　　　　　 （ｍＲ年をぷ夕ｉヽの方）
児ま手ち等象者　　　　　　 児童手肖等認定請求　 ・住ＲＭ （場合に より）

（※要問い合わせ）　　　　　　　　　　 ・マイナンバ ーカード 又はマイナン八一通知
カード

児童扶養

手　　ｉ

子ど も医療

奏養手售受給 住所変・ｓ

０歳から中学生の子入院・ ・院について
供（１５歳に達した日 Ｋ療費が助成される
な後における最初 受給者たを申請によ
の３お末 日まで）　 り交付します。

児き扶養 手肖 証書

子の 健康保険を

入院 ・ａ院・があ成　・子の４康保険証
高校生等 （１ ８歳 に　 されます。Ｅ療費支　 ・領鼈害 ・保護者のＲ帳
達する日 な後の最 払後、ＳＪＩ 初日 から　 ・学生証
初の ３ＪＩ末 日ま で） ３年なぜｉに 暮、戻請求　 ・高額療養費支給決定ａ加害

をし てく ださ い。 （支給が ある とき）

ひと り親　お問い合わせくだ　Ｍむ回と（蠶髷ぶ混ぱ゛
爽ｏ ゛　　 四豐に．（晉ふ昌昌

小・ 中学校小 ・中学生 就学 手続き お問 い合 わせ くだ さい

担肖 ａ・ 係内線

Ｆ民生活譟２ １１２

Ｆ籍住Ｒ係２ １１３

Ｆ民生活課

保険年金係

ぢ民生垢踝

福祉係

２１ １４

２１ １５

２１ １６

２１ １８

へ

２１ １８

２１ １９

教育蓊　 ４１ １６

種類 万象者

身障者手帳１，２級

内容 必Ｗなもの

ｊｌ，ま心き　・ｉＷぷｉ７－　 ｌ療１四皀び　・４ほｔｆｌｌ． ｓ，ｗｆｓｌ
、４．４．－お　 。か－Ｗ・＿ 。ミ 。， ＿。。χ 給者証を 申請 によ り　 。。ｉ。 ，。 乙。

障害者医療　 ・身 障３ ～６級かつ療

育Ｂ （中 度）

身体障害者身体障害者手帳を
手　　 帳　 お持 ちの方

療育手帳　竺手帳をお持ち
自を 支ｌ ｉ療　 医療 を受 けて いる

（叉！生Ｆ療）方

４育Ｋ療　未熟ミ養育Ｅ療を
（未 ＳＲＩＷ Ｓ療）受 けて いる方

茸子健康

手　帳

交付します。

住所 変１１１１

住所変更届

受給者証の交 イ才
・転人前の自 を支援医療受給考
証の写し ほか

居ドレなばご

祖萢牒・｛Ｓ　Ｆｊｉ線

／

气ぽ≒１ １９

妊娠中で、母子健　　　　　　４　 ｇ　 ・ｆｌ子健康手帳

黠゛９ちｏ噐ぶ讐讐腎 諸白９ぢｏに尚１　　 ３１ １３

＝大嵐４ ｔ接種のある ＩＬ幼予防接種日 程のお加　ツ回数豐付された予め接保加き介箋烝、
児　　　　　　　らせ　　　　　　　　種手帳　　　　　　　　　　　　保９係

精神保健

福祉手帳
手Ｓ をお 持ち の方 住所 変ｊｌＳ

・手帳

・顔 ぢ真 （き 夕１ヽか ら転入の み）

自をまＩＥ療 受給考証 をお持ち　受給者たの交Ｈま た　 ・転人前の受給者証の察し
（湊搾ｌｉＲ）の方　　　　　　 は住所変ｌｌ　　　　 ・その他お問い合わせ くだ さい

介護Ｒ険　でこでで定を受け 介護認定申請

ｊｉ域ご とに 、情 報網、

相‾ｋ扶 助、 ｔ域 のコ ミュ

３１ １２

・ｊヽ・皿９資嶌曁篤梟　 皿こ

自治き動 組人される方　 ぶ昌ご螽お問い合わせ くだ さい
場合 各員 に連絡が必

要です。

下水道

大のを録

１業集落排水契約 使丿目開始手続き

浄化槽契約者　　　氣人数変更等の手

剪でぱ歐ぺ録 （転入） の手続
ていた方　　　　　き

ｌｎ‘営住宅　麌示増員人回居承認申請

水　 道　 九道を使万１ され る　 使ｆ目開始手続き

告加 端末

・お 住ま いの ｔ区 によ って 変わ

りま す。

・該葹する方、しない方がおら
れま すの で、 お問 い合 わせ くだ

さい

総務財政ａ　２２ ０５

行政係　 ２２ ０６

環境保を牒

環境衛生係

２４４３

２４４２

環境保全簇
廃棄物対策２４４１

係

’住ｔ使肖４者と の関係を証する　　　 。。
・類。（Ｆ籍八びは籍Ｓ本等）　　建四＿

・め税Ｒ明書　　　　　　　　　都市計画　２４ １２
’入き前に建鼈踝への 申請が必Ｗ　　管ＪＩ係

す道使ｊＨ申ｉき書のを出が必ｗで　ｍ　２４０２

告加端末を利夕日 さ　 鬼北Ｊｉ域情報亟信Ｓ 申請者の印鑑
れる方　　　　　 Ｓ設備利肖１ 串請書　　”


