
令和4年11月15日現在

国民健康保険

課 担当

自己負担額証明書（医療） 保険医療課 国保給付係

自己負担額証明書（介護） 保険医療課 国保給付係

課税（非課税）証明書 保険医療課 国保給付係

国民健康保険標準負担額減額差額支給申請
書

健康保険証、介護保険被保険者証 保険医療課 国保給付係

国民健康保険療養費支給申請書 健康保険証、介護保険被保険者証 保険医療課 国保給付係

国民健康保険特別療養費支給申請書 健康保険証、介護保険被保険者証 保険医療課 国保給付係

国民健康保険移送費支給申請書 健康保険証、介護保険被保険者証 保険医療課 国保給付係

健康保険証、介護保険被保険者証 保険医療課 国保給付係

課税（非課税）証明書 保険医療課 国保給付係

国民健康保険特別療養給付申請書 健康保険証、介護保険被保険者証 保険医療課 国保給付係

特定疾病認定申請書 課税（非課税）証明書 保険医療課 国保給付係

国民健康保険限度額適用認定申請書、国民
健康保険標準負担額減額認定申請書、国民
健康保険限度額適用・標準負担額減額認定
申請書

課税（非課税）証明書 保険医療課 国保給付係

国民健康保険高額療養費支給申請書 課税（非課税）証明書 保険医療課 国保給付係

国民健康保険高額療養費（外来年間合算）支
給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

自己負担額証明書 保険医療課 国保給付係

後期高齢者医療制度

課 担当

後期高齢者医療食事療養差額支給申請書 課税（非課税）証明書 保険医療課 後期高齢者医療係

後期高齢者医療高額療養費支給申請書 課税（非課税）証明書 保険医療課 後期高齢者医療係

自己負担額証明書（医療） 保険医療課 後期高齢者医療係

自己負担額証明書（介護） 保険医療課 後期高齢者医療係

高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書自己負担額証明書 保険医療課 後期高齢者医療係

国民年金

課 担当
年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給
付）（窓口設置）

住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給
付）（TA方式）

住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

年金請求書（国民年金障害基礎年金） 住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

年金請求書（国民年金遺族基礎年金） 住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

年金請求書（国民年金寡婦年金） 住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

国民年金・共済組合等・厚生年金保険等　年
金受給選択申出書

住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

↓区HPで公表している範囲↓

中野区　マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類一覧

　各種手続きの際にマイナンバーを申告書等に記入し、マイナンバーカード若しくはお持ちでない方はマイナンバー
が分かるもの（通知カード等）と本人確認書類を提示することで、区民の皆様が行政機関等に提出する必要があった
一部の書類を省略できるようになります。

※一部事務手続では、制度所管省庁等から具体的な事務処理方法が今後示される見込みです。そのため、今後、
内容が変更になる可能性がありますので、手続の際は各手続のご案内ページをご覧いただくか、各事務手続の担当
にご確認ください。
※マイナンバー制度の情報連携を行っても必要な情報が取得できない場合は、添付書類の提出が必要になる場合
がありますので、予めご了承ください。
※各手続において、従来通り提出が必要な書類については、各手続のご案内ページをご覧ください。
※情報連携に伴う課税（非課税）証明書の提出省略にあたっては、同意書の提出等が必要な場合があります。

担当部署

担当部署

担当部署

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負
担額証明書交付申請書

国民健康保険食事療養費支給申請書

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類
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国民年金・厚生年金保険　老齢基礎・厚生年
金支給繰下げ請求書

住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

国民年金・厚生年金保険　老齢基礎・厚生年
金裁定請求書（６５歳支給）

住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

国民年金・厚生年金保険遺族基礎・厚年年金
受給権者の所在不明による支給停止・支給停
止解除申請書

住民票の写し 保険医療課 国民年金係

国民年金　老齢基礎年金加算額支給停止事
由消滅届

住民票の写し 保険医療課 国民年金係

老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書
（申出により停止している年金を受けるための
届）

住民票の写し、課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

特別障害給付金請求書（特別障害給付金の
受給資格及び額の認定）

課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係

特別障害給付金支給調整額変更届 課税（非課税）証明書 保険医療課 国民年金係
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介護保険

課 担当
（様式第1号) 介護保険被保険者証交付申請
書

医療保険証の写し（２号被保険者の場合） 介護・高齢者支援課 介護資格保険料係

（様式第2号）再交付申請書 医療保険証の写し（２号被保険者の場合） 介護・高齢者支援課 介護資格保険料係

（様式第3号）資格取得・異動・喪失届 医療保険証の写し（２号被保険者の場合） 介護・高齢者支援課 介護資格保険料係

出産・子ども・児童手当など

課 担当

児童手当・特例給付認定請求書 課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係

児童手当・特例給付　別居監護同意書 住民票の写し 子育て支援課 児童手当係

児童育成手当認定申請書 課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係

課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係
入所受給者証等又は措置決定通知書等の写し 子育て支援課 児童手当係
身体障害者手帳 子育て支援課 児童手当係
課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係
住民票の写し 子育て支援課 児童手当係
障害福祉サービス受給者証 子育て支援課 児童手当係
下記のうち、申請者（申請に係る者）に該当する
書類全て
・傷病補償年金決定通知書
・障害補償決定通知書
・遺族補償決定通知書

子育て支援課 児童手当係

特別児童扶養手当証書 子育て支援課 児童手当係
年金額等を示す書類（年金証書、年金決定通知
書・支給額変更通知書、年金額改定通知書、年金
振込通知書等）

子育て支援課 児童手当係

児童扶養手当支給停止関係届 課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係

課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係

住民票の写し 子育て支援課 児童手当係

特別児童扶養手当額改定請求書 住民票の写し 子育て支援課 児童手当係

特別児童扶養手当所得状況届 課税（非課税）証明書 子育て支援課 児童手当係

ひとり親家庭等医療費助成医療証交付申請 課税（非課税）証明書 子育て支援課 子ども医療助成係

自立支援医療（育成医療）申請書、世帯調書 課税（非課税）証明書 子育て支援課 子ども医療助成係

養育医療給付申請書、世帯調書 課税（非課税）証明書 子育て支援課 子ども医療助成係

住民票の写し 子育て支援課 子ども医療助成係

課税（非課税）証明書
※被用者保険で非課税世帯・国民健康保険組合の場
合は省略不可

子育て支援課 子ども医療助成係

生活保護受給証明書 子育て支援課 子ども医療助成係

中国残留邦人等支援給付受給世帯であることを証明す
る書類

子育て支援課 子ども医療助成係

母子生活支援施設入所申込書（第26号様式）
中国残留邦人等支援給付受給世帯であることを証明す
る書類

子育て支援課 子育てサービス係

課税（非課税）証明書 子育て支援課 子育てサービス係

生活保護受給証明書 子育て支援課 子育てサービス係

児童扶養手当証書 子育て支援課 子育てサービス係

母子家庭等自立支援教育訓練給付金受講対
象講座指定申込書（第1号様式）

課税（非課税）証明書 子育て支援課 子育てサービス係

母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申
請書（第3号様式）

課税（非課税）証明書 子育て支援課 子育てサービス係

母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給
申請書（第2号様式）

課税（非課税）証明書 子育て支援課 子育てサービス係

入所受給者証等又は措置決定通知書等の写し
下記のうち、申請者（申請に係る者）に該当する書類全
て
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
通所受給者証
課税（非課税）証明書
住民票の写し
障害福祉サービス受給者証
生活保護受給証明書
児童扶養手当証書
支援給付決定通知書
特別児童扶養手当証書
生活保護受給証明書
支援給付決定通知書
課税（非課税）証明書
住民票の写し

担当部署

担当部署

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

特別児童扶養手当認定請求書

小児慢性特定疾病医療費助成申請書、変更
届

子育て家庭ホームヘルプサービス利用登録申
請書

助産施設入所申込書(第１号様式) 子ども・若者相談課　 総合相談係　

児童扶養手当認定請求書

保育園支給認定書・保育園入園申請書 保育園・幼稚園課
教育・保育支給認定係

保育入園係
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健康・福祉

課 担当
各種医療保険資格喪失証明書
雇用保険受給資格者証
職業訓練受講給付金支給決定通知書
小児慢性特定疾病医療費受給者証等
貸付決定通知書（母子及び父子並びに寡婦福祉法によ
る資金の貸付けに関する情報）
生活保護支給決定通知書
就労自立支援給付金決定通知書
進学準備給付金決定通知書
児童扶養手当証書
給付決定通知書（母子及び父子並びに寡婦福祉法によ
る給付金の支給に関する情報）

課税（非課税）証明書

医療券の写し（母子保健法による養育医療の給付又は
養育医療に要する費用の支給に関する情報）
児童手当証書
介護保険料納付通知等
障害福祉サービス受給者証
自立支援医療受給者証
医療券の写し（学校保健安全法による医療に要する費
用についての援助に関する情報）
特別児童扶養手当証書
傷病補償年金決定通知書
障害補償決定通知書　等
特定医療費受給者証

中国残留邦人等支援給付決定通知書

年金額等を示す書類（年金証書、年金決定通知書・支
給額変更通知書、年金額改定通知書、年金振込通知
書等）
各種医療保険資格喪失証明書
雇用保険受給資格者証
職業訓練受講給付金支給決定通知書
小児慢性特定疾病医療費受給者証等
貸付決定通知書（母子及び父子並びに寡婦福祉法によ
る資金の貸付けに関する情報）
生活保護支給決定通知書
就労自立支援給付金決定通知書
進学準備給付金決定通知書
児童扶養手当証書
給付決定通知書（母子及び父子並びに寡婦福祉法によ
る給付金の支給に関する情報）

課税（非課税）証明書

医療券の写し（母子保健法による養育医療の給付又は
養育医療に要する費用の支給に関する情報）
児童手当証書
介護保険料納付通知等
障害福祉サービス受給者証
自立支援医療受給者証
医療券の写し（学校保健安全法による医療に要する費
用についての援助に関する情報）
特別児童扶養手当証書
傷病補償年金決定通知書
障害補償決定通知書　等

中国残留邦人等支援給付決定通知書

年金額等を示す書類（年金証書、年金決定通知書・支
給額変更通知書、年金額改定通知書、年金振込通知
書等）

予防接種

課 担当

未支給給付請求書 住民票 保健予防課 保健予防係

障害児養育年金請求書 住民票 保健予防課 保健予防係

死亡一時金請求書 住民票 保健予防課 保健予防係

葬祭料請求書 住民票 保健予防課 保健予防係

遺族年金・遺族一時金請求書 住民票 保健予防課 保健予防係

担当部署

担当部署

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

保護申請書 生活援護課 生活援護調整係

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
付申請書

生活援護課 生活援護調整係
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障害のある方

課 担当

地域生活支援事業（移動支援）申請書 課税（非課税）証明書 障害福祉課 在宅福祉係

障害者福祉手当認定申請書 課税（非課税）証明書 障害福祉課 在宅福祉係

課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係

生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係

課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係

生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係

課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係

生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係
通所受給者証 障害福祉課 障害者相談係

課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係

生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係
障害福祉サービス受給者証 障害福祉課 障害者相談係
通所受給者証 障害福祉課 障害者相談係
入所受給者証 障害福祉課 障害者相談係

課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係

生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係
障害福祉サービス受給者証 障害福祉課 障害者相談係
課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係
通所受給者証 障害福祉課 障害者相談係
介護保険被保険者証 障害福祉課 障害者相談係
生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係

課税（非課税）証明書 障害福祉課 障害者相談係

生活保護受給証明書 障害福祉課 障害者相談係

高額障害児（通所）給付費　支給申請書 通所受給者証 障害福祉課 障害者相談係

住宅

課 担当
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書
住民票
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
住民票
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書

区営住宅使用開始届 住民票
課税（非課税）証明書
住民票
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
課税（非課税）証明書
住民票
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

区営住宅使用権承継許可申請書 課税（非課税）証明書
住民票
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書

区営住宅世帯員変更届 住民票
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書

区営住宅駐車場使用許可申込書 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
住民票
課税（非課税）証明書
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
住民票
課税（非課税）証明書
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
住民票
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書

福祉住宅使用料減免申請書 課税（非課税）証明書
住民票
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書

福祉住宅世帯員変更届 住民票
課税（非課税）証明書
住民票
生活保護受給証明書
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳
課税（非課税）証明書
生活保護受給証明書

担当部署

担当部署

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

自立支援医療費（更生医療・精神通院）支給
認定申請書

自立支援医療費（更生医療・精神通院）受給
者証等記載事項変更届

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

（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）支給申請書
兼利用者負担額減額・免除申請書

（特例介護給付費　特例訓練等給付費　特例
特定障害者特別給付費　特例地域相談支援
給付費）支給申請書

高額障害福祉サービス等給付費申請書

補装具費（購入・修理）支給申請書

マイナンバーを記載する申請書・届出書等 マイナンバー制度の情報連携に伴い省略可能な書類

区営住宅収入報告書 住宅課 住宅政策係

区営住宅使用許可申込書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

区営住宅変更許可申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

区営住宅使用料等減免申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

区営住宅使用料等徴収猶予申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

区営住宅同居許可申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係
区営住宅収入再認定申請書

住宅課 住宅政策係

区営住宅駐車場使用料等減免申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

区営住宅駐車場使用料等徴収猶予申請書
住宅課 住宅政策係

福祉住宅変更許可申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

福祉住宅同居許可申請書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係
福祉住宅使用権承継許可申請書

住宅課 住宅政策係

福祉住宅収入報告書
住宅課 住宅政策係

住宅課 住宅政策係

福祉住宅収入再認定申請書 住宅課 住宅政策係
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